
ひにち ばしょ

８（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

１（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２２（土） 地下１Ｆリハーサル室

２６（水） 郷土展示コーナー前

ないよう

「ひまわり・せみ」

※「読み聞かせたい（隊）」「おはなし会」はお休みです。

ないようじかん ぎょうじのなまえ

「ひまわり・せみ」おりがみ教室１０：３０－１２：００

１５：１５－１６：１５

おりがみ教室

じかん ぎょうじのなまえ

１０：３０－１２：００

１４：３０－１５：１０

１５：２０－１６：００

※「こどもまつり」「えいごのおはなしかい」「おうたのひ」「こども工作教室」

　「みんなでシネマ映画会」はお休みです。

２４（月） こども手づくり教室 ミーティングルーム 「きんぎょ」

※暴風警報が発令された場合、また新型コロナウイルスの感染状況により、

  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。

９（日） 夏の工作教室 地下１Ｆ多目的室

「つなわたりごま・

ポロロンウクレレ」
（定員 各２０名申込要）

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」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「秋」

１４：００－１５：００

２０（木） １５：１５－１６：００ 夏休みこわ～いおはなし会 集会室１・２

駅をテーマにした

お化け屋敷やこわい

おはなし、クイズなど

（先着１５名）
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中ページに

のってるよ！



ひにち

８（土）

ひにち

９（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。

ないようぎょうじのなまえ

おはなし会 「さいとう　しのぶ」１１：００－１１：３０

じかん たいしょうぎょうじのなまえ

１６（日） 10:00～ おやまのがっこう

こうさく

「せみくん！よーいドン！」

（定員各１０名）

１４：００－１６：００

※「えほんのひ」はお休みです。

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

10:３0～ 赤ちゃん～３才くらい

1１:00～ 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

１（土） おはなし会

じかん

１０（月）
１０：００－１２：００

夏休み工作教室
こうさく「きんぎょすくい」

（定員各１０名申込要）

※ ８月のすくすくタイムはお休みです



希望、きこえる？ 

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

榮谷　明子／著 汐文社 高学年から Ｋ６９９

ザ・１０回折りおり紙ヒコーキ
戸田  拓夫／著 いかだ社 低学年から Ｋ７５４

新宅　広二／著 辰巳出版 中学年から Ｋ４８０

動物たちのハローワーク

Ｋ２９０

ナツメ社 中学年から Ｋ３８５

自分をみがこう！一生役立つルールとマナー
大塚　けいこ／監修

Ｋ２８１

いろんなきもち
エリノア　グリーンウッド／著　平木　典子／訳 保育社 低学年から Ｋ１４１

世界の国ぐに大図鑑
田代　博／監修 昭文社

ぼくはにんげん
スーザン　ヴェルデ／文　ピーター　レイノルズ／絵　島津　やよい／訳 新評論

知ってる？偉人たちのこんな名言
河合　敦／著 ミネルヴァ書房 中学年から

低学年から

３～５さい

ひとはなくもの
みやの  すみれ／作 やべ  みつのり／絵 こぐま社 ３～５さい

かな？
大日本タイポ組合／さく 偕成社 ３～５さい

おおきなかぶとちいさなかぶ
きしら　まゆこ／作　絵 教育画劇 ３～５さい

ひみつがあります
布川  愛子／絵と文 白泉社 ０～５さい

ジュリアンはマーメイド
ジェシカ  ラブ／作 横山  和江／訳 サウザンブックス社 ０～５さい

おるすばん
みなみ  けい／文 石田  享子／絵 文芸社 ０～５さい

うりのつるくるくる
田島  征三／作 光村教育図書 ０～５さい



秘密のノート
ジョー　コットリル／作　杉田　七重／訳 小学館 高学年から Ｋ９３３コ

雨女とホームラン
吉野  万理子／作 静山社 高学年から

Ｋ９１３ノタ

つなげ！アヒルのバトン
麦野　圭／作  文研出版 高学年から Ｋ９１３ムキ

Ｋ９１３ヨシ

タミーと魔法のことば
野田　道子／作 小峰書店 中学年から

Ｋ９１３サト

ぼくとキキとアトリエで
中川  洋典／作 文研出版 中学年から Ｋ９１３ナカ

セイギのミカタ 
佐藤  まどか／作 フレーベル館 中学年から

Ｋ９１３オオ

本屋のミミ、おでかけする！ 
森　環／作 あかね書房 低学年から Ｋ９１３モリ

雨の日は、いっしょに
大久保  雨咲／作 佼成出版社 低学年から

・せいべつ：男の子

・たんじょうび：４月２７日

・ねんれい：１０さいぐらい

・しんちょう：みかん１０個分（※ 55ｃｍ）

・たいじゅう：ひ・み・つ ☆

・し ゅ み ：どくしょ

・おともだち：本が好きな友だちみんな

・すきなお花：すいせん

・すきなたべ物：みかん

・すんでいるところ：和泉市のしのだの森のクスノキの下

・ゆ め：いっぱい本を読んで図書館マスターになること。

森に図書館を作ること。

きみのことおしえてぶっくん！

あ
これからもよろしくね！


