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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）

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
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臨時休館

臨時休館

おしらせ
新型コロナウィルス感染拡大を防ぐため５月１日（金）～６日（水・振休）は

臨時休館となります。

また、イベント・行事などが中止・延期・施設を閉館する場合があります。

事前に各図書館にお問い合わせください。

利用者の皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

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。



ひにち ばしょ

９（土） ミーティングルーム

１６（土） ミーティングルーム

１７（日） ミーティングルーム

２３（土） 集会室１・２

２５（月） ミーティングルーム

９（土） おはなし室

１６（土） おはなし室

２３（土） 地下１Ｆリハーサル室

２７（水） 児童コーナー

ひにち

７（木）

１５（金）

ひにち

９（土）

１７（日）

ほくぶ １０（日）

※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。

なんぶ おはなし会

おやまのがっこう

にじ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０（日） おはなしかい

１１：００－１１：３１ えほんのひ ０才から

１１：００－１１：３０ 「内田　麟太郎」（うちだ　りんたろう）

プラザ

１４：００－（２０分） こどものための映画会
「新ざわざわ森のがんこちゃん」

第１話・２話

１１：００－１１：３０ おはなし会 「おでかけ」

「未定」

１４：３０－１６：００ 「つゆ」こども手づくり教室

いずみ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「あやめ」

１４：３０－１５：００ おうたのひ 歌「でかけよう」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「バグ」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「びっくり箱」

           ▼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。

１５：００－１６：００ こどもまつり

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「あめのひ」

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る どなたでもごさんかいただけます。

※５月から「こどものための映画会」のばしょがおはなし室になりました。

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

１１：００－１１：３０ 小学校　低学年

１４：３０－１５：００ 小学校　高学年・中学生

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

１１：００－１１：３０ こうさく「キッチンペーパーでつくるかんたんマスク」



魔法のかけっこレッスン

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

三田  翔平／著  学研プラス 低学年から Ｋ７８２

羽生善治の将棋の教科書　改訂版
羽生　善治／著 河出書房新社 高学年から Ｋ７９６

キャロル　ボーダマン／監修　後藤　真理子／訳 化学同人 中学年から Ｋ５００

エンジニアになろう！

Ｋ３８８

大泉書店 中学年から Ｋ４５９

カワイイ宝石ずかん 
もち　うさぎ／マンガ　イラスト

Ｋ３８３

ひらがなでたいけん！スクラッチ
いけだ　としお／ぶん ジャムハウス 低学年から Ｋ００７

世界幻妖図鑑
フロールチェ　ズウィヒトマン／文  荒俣　宏／日本語版監修 フレーベル館

まざっちゃおう！
アリー  チャン／作　絵　小栗  左多里／訳 フレーベル館

世界を変えた１５のたべもの
テレサ  ベネイテス／文　 轟  志津香／訳　中野  明正／日本語監修 大月書店 中学年から

高学年から

３～５さい

ブルーがはばたくとき 
ブリッタ　テッケントラップ／作　三原　泉／訳 ＢＬ出版 ３～５さい

パパトラ
平田  昌広／文　きむら  ゆういち／絵 アリス館 ３～５さい

うんめぇめぇし
おくはら　ゆめ／さく　ヤスダ屋／料理監修 ほるぷ出版 ３～５さい

めんたいこどりーむ
はしもと　えつよ／作 講談社 ０～５さい

ちかてつもぐらごう
大森  裕子／作  交通新聞社 ０～５さい

いつつごうさぎのきっさてん
まつお　りかこ／作　絵 岩崎書店 ０～５さい

あいにいくよ
ひだの  かな代／著 みらいパブリッシング ０～５さい



Ｋ９１３トモ

オオカミの時間
三田村　信行／著 理論社 高学年から Ｋ９１３ミタ

きみが、この本、読んだなら　
戸森　しるこ／作［ほか］ さ・え・ら書房 高学年から

Ｋ９１３ヒル

トラブル旅行社（トラベル）
廣嶋　玲子／文 金の星社 中学年から Ｋ９１３ヒロ

昼田　弥子／作 光村図書出版 中学年から

未知谷 中学年から Ｋ９１３イワ

コトノハ町はきょうもヘンテコ 

Ｋ９１３クサ

Ｋ９１３ハン

ファおじさん物語 春と夏

うりぼうウリタ
おくやま　ゆか／作 偕成社 低学年から

まほうのハンカチ
ばん　ひろこ／作 新日本出版社 低学年から

Ｋ９１３オク

ジェンと星になったテリー
草野　あきこ／作 岩崎書店 低学年から

岩田　道夫／著

「りんごだんだん」 小川 忠博／写真と文

あすなろ書房 Ｋ６２５ 中学年から
まっかなりんご、ずっとしまっておいたら、どうなるの？つるつるだったりんごが、

だんだんと、しわしわ、ぱんぱん、しなしな、ぐんにゃり、ごつごつ、ぼろぼろに

なっていき、さいごには…。変わりゆくりんごの姿（すがた）をたどる３４６日の

写真記録絵本。

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「かっぱのこいのぼり」
内田 麟太郎／作 山本 孝／絵 岩崎書店 Ｅ／カ ３さい～５さい

ここは、いよのくに、まつやまはかっぱまちです。かっぱたちは、どことなくウキウキしています。

なぜならあしたは、まちにまった日がやってくるのです。まえいわいでは、カニやきんぎょもおどります。

そしてまちにまった「こどものひ」 空には一面のこいのぼりがおよいでいます。

かっぱたちは、かわうそやさかなたちといっしょに川の中から空におよぐたくさんのこいのぼりを

みていますよ。 「こどものひ」 におすすめのえほんです。

もともとは、梅雨（つゆ）の合間（あいま）の晴（は）れた天気（てんき）という意味（いみ）で

使（つか）われていましたが、最近（さいきん）では、五月の晴れわたった天気のことをいうように

なりました。

参考：「初めて知るみんなの行事とくらし」


