
ひにち ばしょ

４（土） 集会室１・２

５（日） 集会室１・２

１１（土） ミーティングルーム

１８（土） ミーティングルーム

１９（日） ミーティングルーム

２５（土） 集会室１・２

２７（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

４（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１８（土） おはなし室

２２（水） 児童コーナー

２５（土） 地下１Ｆ多目的室

※４月から「こども手づくり教室」のばしょが児童コーナーになりました。

※新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、イベント・行事などが

　中止になる、または図書館がお休みになる場合があります。

　お電話・ホームページなどで確認してから図書館へおこしください。

ないよう

「シャーロックホームズ」

テーマ：「未定」

テーマ：「イースター」

１４：３０－１５：００ おうたのひ

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会

じかん

おりがみ教室

こどもまつり 人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」

ぎょうじのなまえ

１３：３０－映画終了まで

１５：００－１６：００

「未定」

みんなでシネマ映画会

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００

「未定」こども工作教室１０：３０－１２：００

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「未定」

※読み聞かせたい（隊）はおやすみです。

「未定」１０：３０－１２：００ おりがみ教室

「未定」おはなし会１１：００－１１：３０

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

「こどもの日」こども手づくり教室１４：３０－１６：００

※今月の「こどもまつり」は地下１階多目的室でおこないます。
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ひにち

２（木） １１：００－

１７（金） １１：００－

２６（日）

ひにち

１１（土）

１９（日）

ひにち

１２（日）

           ▼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・第４金曜日）

  ・ほくぶ（第４金曜日）

　　　　　　　　　　　　　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。

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

０才からえほんのひ

わくわく虹のふしぎ！

えほんのひ ０才から

ないよう

４月10日から申し込み　先着１５名　小学生以上１４：００－１５：００

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

１１：００－１１：３０ おはなし会 「いとう　ひろし」

１１：００－１１：３０ おやまのがっこう こうさく「いちご大好き！」

じかん ぎょうじのなまえ

ホームページ：http://www.library.izumi.osaka.jp

１０：３０－１０：５０ 赤ちゃん～３才くらい

１１：００－１１：３０ 幼児～大人

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る どなたでもごさんかいただけます。

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

４（土） おはなし会

４／２３（木）～５／１２（火） 子どもの読書週間～たくさんの本を読んでガチャを回そう～

すくすくタイム



みの回りにあるものをつかう楽しいおもちゃの作り方

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

宮本　えつよし／著 金の星社 低学年から Ｋ７５０

スポーツびっくり図鑑
望月　修／指導 小学館 低学年から Ｋ７８０

大西  暢夫／著 アリス館 中学年から Ｋ６３０

お蚕さんから糸と綿と

Ｋ４９１

農山漁村文化協会 中学年から Ｋ５７５

生ごみからエネルギーをつくろう！
多田　千佳／ぶん

Ｋ３８４

旅でみる世の中のしくみ大図解 
リビー　ドイチュ／作 ポプラ社 中学年から Ｋ０３３

ウンコロジー入門
伊沢  正名／著 偕成社

もしものせかい
ヨシタケ　シンスケ／著 赤ちゃんとママ社

昭和の子どもとお店屋さん
 高部　晴市／作 高部　雨市／詩　小泉　和
子／監修 佼成出版社 中学年から

高学年から

３～５さい

じぶんではなをかめるかな
深見　春夫／さく　え　守本　倫子／かんしゅう 岩崎書店 ３～５さい

にくのくに
はらぺこめがね／作 教育画劇 ３～５さい

きらきらもりでまってるよ！
矢部　美智代／作 にき　まゆ／絵 フレーベル館 ３～５さい

りんごりんごろりんごろりん
ひだの　かな代／著 みらいパブリッシング ０～５さい

こもれび
林　木林／文 岡田　千晶／絵 光村教育図書 ０～５さい

くつしたのおはなし
みやさわ　まさえ／文 柿崎　かずみ／絵 文芸社 ０～５さい

かいて  けって
新島  誠／作 集文社 ０～５さい



Ｋ９１３ナカ

みつきの雪
眞島　めいり／作 講談社 高学年から Ｋ９１３マシ

雷のあとに
中山　聖子／作 文研出版 高学年から

Ｋ９１３サイ

アリババの猫がきいている
新藤　悦子／作 ポプラ社 高学年から Ｋ９１３シン

サブキャラたちのグリム童話
斉藤　洋／作 偕成社 高学年から

Ｋ９１３モカ

デイビッド・マックチーバーと２９ひきの犬
マーガレット  ホルト／ぶん 小宮  由／やく 大日本図書 低学年から Ｋ９３３ホ

まいごのしにがみ
いとう　みく／作 理論社 低学年から

にんげんクラッシャー、さんじょう！
最上  一平／作 新日本出版社 低学年から

Ｋ９１３イト

しらゆきちりか　ちっちゃいな
薫  くみこ／作 ＰＨＰ研究所 低学年から Ｋ９１３クン

「ぶっぶーパンやさん」 高木 さんご／作 絵

ひさかたチャイルド Ｅ／フ／赤ちゃん 幼児から

ぶっぶーパンやさん、おいしいパンをたくさんくるまにつんで、ぶっぶー、しゅっ

ぱーつ！まちにつくと、おきゃくさんがたくさんやってきました。まちでにんきの

パンは、ひこうきパンや、メロンパン、クロワッサンなどです。ぶっぶーパンやさ

ん、つぎはどこにいくのかな？ぶっぶー。もりにつきました。もりでにんきのパ

ンは、どんなパン？

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「つばめこうくう」
もとやす けいじ／著 佼成出版社 Ｅ／ツ／小型 幼児から

つばめこうくうのパイロットはつばめたちです。「ただいまよりごとうじょうをかいし

します。」せなかにおきゃくさまをのせて さあ、いよいよひこうきのしゅっぱつです！

みなみのしまへ ひとっとび！ つばめこうくうのすてきなたびを、すてきなえと

いっしょにしょうかいします。

明治（めいじ）４２年（ねん）、アメリカ海軍（かいぐん）の軍人（ぐんじん）ロバート・ピアーリが、

世界（せかい）ではじめて北極点（ほっきょくてん）に到達（とうたつ）しました。

これを記念（きねん）し、４月６日は「北極の日」とされました。

参考：「きょうはこんな日３６５ 」


