
ひにち ばしょ

２１（土） ミーティングルーム

２３（月） ミーティングルーム

２８（土） 集会室１・２

ひにち ひにち

２１（土） おはなし室

２５（水） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２８（土） 地下１Ｆリハーサル室

ひにち

２９（日） １４：００－１５：００ みんなで遊ぼうカードあそび どなたでもごさんかいただけます。

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

ぎょうじのなまえ

ないよう

テーマ：春ですよ

「のりもの」

１１：００－１１：３０ 「もうすぐはる」

　  ＴＲＣいずみとしょかん　　　　　 　　　 　 Ｔｅｌ．０７２５－４４－３０７１
　  ＴＲＣシティプラザとしょかん　　　　　 　　Ｔｅｌ．０７２５－５７－６６７０
　  にじのとしょかん　　　　　　　　　　 　　　Ｔｅｌ．０７２５－４７－１０４０
　  ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９２－３８１１
　  ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ   Ｔｅｌ．０７２５－９０－７５１２

「玉乗りピエロ」

じかん ぎょうじのなまえ

１４：３０－１５：００ おうたのひ

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

１０：３０－１２：００ こども工作教室

「イースター」１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

おはなし会

じかん ぎょうじのなまえ
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としょかん ひにち ひにち

１（日） １（日）

５（木） ７（土）

２０（金・祝） １４（土）

１４（土） １５（日）

１５（日） ７（土）

７（土） １２（木）

８（日）

ぎょうじのなまえ としょかん ぎょうじのなまえ

絵本とおはなしの時間

えほんのひ

           ▼みんなでまもろう！としょかんのルール▼
 
      ①あぶないから、はしらないでね。
      ②大きなこえで、はなさないようにしよう。
      ③たべものは、たべないでね。
      ④本は、みんなのものだからだいじによもうね。
      ⑤へんきゃくきげんはまもろうね。

 １０時～１２時
        ・いずみ（第１・第３金曜日）

  ・プラザ（第２金曜日）
  ・ほくぶ（第４金曜日）

ちいさなおはなし会

１４（土）
読み聞かせたい（隊）

子どものための映画会

いずみ

プラザ

みんなでシネマ映画会

こどもまつり

おりがみ教室

えいごのおはなし会

おりがみ教室

にじ

なんぶ

ほくぶ

おはなし会

おやまのがっこう

おはなし会

ＰＯＰすく～る

すくすくタイム

赤ちゃんとご家族のための図書館開放時間です。

１１時から１５分間のミニおはなし会もあります。

普段、お子さまの泣き声などが気になって行けない…

というかたもぜひ、おこしください。

※下記のぎょうじは中止になりました※
新型コロナウイルス感染症の拡大防止をはかるため、図書館で開

催を予定していた行事等については、当面の間（３月２０日

（金）まで）、すべて中止することを決定しました。参加を予定

されていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解ご了承くだ

さいますようお願いいたします。

【※すくすくタイムも当面の間（3月２０日（金）まで）中止となります。】

ｃ
ちゅうしか き



ごはん山
はらぺこめがね／著 白泉社 ０～５さい

いっぴきぐらしのジュリアン
ジョー  トッド‐スタントン／作 いわじょう  よしひと／訳 岩崎書店 ０～５さい

のりまき
小西  英子／さく 福音館書店 ０～５さい

しろくまきょうだいのセイウチまつり
庄野　ナホコ／作 小学館 ０～５さい

ぼくのきょうりゅうかんさつ日記
長崎　真悟／作　絵 真鍋　真／監修 中信出版日本 ３～５さい

おにろうのおつかい
尾崎　玄一郎／作 尾崎　由紀奈／作 偕成社 ３～５さい

３～５さい

パンでんしゃ
有田　奈央／文　喜湯本　のづみ／絵 交通新聞社 ３～５さい

消防署図鑑
梅澤　真一／監修 金の星社

やきいもとおにぎり
みやにし  たつや／作絵 鈴木出版

日本の歴史人物悪人？事典
河合　敦／著 ワニブックス 高学年から

中学年から

Ｋ２８１

図書委員アイデアブック
吉岡　裕子／監修 村上　恭子／監修 あかね書房 高学年から Ｋ０１７

Ｋ３１７

ポトス出版 中学年から Ｋ４５２

ビックリ！深海
しおうら　しんたろう／作　絵

おもしろ“紙学”－紙の未来とわたしたちの生活
小六  信和／著 中村  文人／著 くもん出版 中学年から Ｋ５８５

鉄道のひみつ図鑑

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

スタジオタッククリエイティブ 低学年から Ｋ６８６

東大教授が教えるとっておきスポーツ上達ドリル
深代  千之／監修 桐谷  綾／絵 少年写真新聞社 高学年から Ｋ７８０



Ｋ９１３オオ

Ｋ９１３ノミ

Ｋ９１３ノム

ぼくたちのだんご山会議
おおぎやなぎ　ちか／作 汐文社 中学年から

イナバさん！
野見山　響子／作 理論社 中学年から

ねこと王さま
ニック　シャラット／作　絵　市田　泉／訳 徳間書店 低学年から

がっこうかっぱのおひっこし
山本　悦子／作　 童心社 低学年から Ｋ９１３ヤマ

Ｋ９３３シ

びっくりしゃっくりトイレそうじ大作戦
野村　一秋／作　

県知事は小学生？
濱野　京子／作　 ＰＨＰ研究所 高学年から

佼成出版社 中学年から

Ｋ９１３ハマ

Ｋ９３３ケ

〈死に森〉の白いオオカミ
グリゴーリー ディーコフ／作 　相場　妙／訳 徳間書店 高学年から Ｋ９８３テ

ハロー、ここにいるよ
エリン　エントラーダ　ケリー／作　武富　博子／訳 評論社 高学年から

「たまごの図鑑」 大木 邦彦／文 構成 今泉 忠明／監修

あかね書房 Ｋ４８１ 中学年から
動物（どうぶつ）の命をつなぐ卵（たまご）。動物の種類（しゅるい）によって、卵の

大きさや形、色、もようはさまざまです。また、親（おや）が守ったり世話（せわ）を

したりする卵もあれば、敵（てき）に見つからないようにかくしたり、くらしやすい場

所に産み落（お）とされる卵もあります。いろいろな卵を写真で紹介（しょうかい）し

ます。

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「あなたがおおきくなるひまで」
ケイト バンクス／ぶん ナオコ ストゥープ／え 浜崎 絵梨／やく 岩崎書店 Ｅア ３～５さいから

きびしいさむさのだいちで、おかあさんとはぐれてしまったおおかみの子は１ぴきのしろくまにで

あいます。ほんとうのおかあさんのようにそだてられ、ひとりだちしたある日、ふぶきの中でで

あったのは…。やさしさがめぐりつづける心があたたまるものがたりです。

日本の卒業式は年度末（ねんどまつ）にあたる三月に行われるのがふつうです。

しかし、九月に新学期（しんがっき）がはじまるアメリカでは六月、韓国（かんこく）では

年度が始まる時期（じき）の関係（かんけい）で、二月に行われます。

参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」


