
ひにち ばしょ

５（土） 集会室１・２

１２（土） 集会室１・２

２０（日） 集会室１・２

２６（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

５（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１２（土） おはなし室

１９（土）
図書館入り口前

エントランス

２３（水） 郷土展示コーナー前

２６（土） ３Ｆ学習室４１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「三びきのこぶた」

※「読み聞かせたい（隊）」はお休みです。

こども手づくり教室 ミーティングルーム 「おつきみ」

ぎょうじのなまえ ないよう

※「みんなでシネマ映画会」「おうたのひ」はお休みです。

じかん

２８（月）

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「しゅりけん・こま」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「野菜畑へ行こう！」

おりがみ教室 「しゅりけん・こま」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「たぬきのデンデン太鼓」

１４：３０－１５：１０

１５：２０－１６：００

１０：３０－１２：００

１４：００－（２０分） こどものための映画会 「くまのがっこう」

１１：００－１１：３０ おはなし会 「そら」

２７（日） １３：３０－１５：００ 親子でつくろう！手のひら地球儀 集会室１・２

地図や地球儀について学びながら、

手のひらサイズの地球儀を作ろう！

（先着１０組：小学３年生以上）

じかん ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００ こどもまつり

ないよう

人形劇

「だるまちゃんとてんぐちゃん」

「影絵」
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ひにち

１２（土）

２０（日）

ひにち ばしょ

１３（日） 図書館内

２７（日） 集合室３

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

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

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

５（土）

１０：３０～（０～３歳）

おはなし会 和室 絵本「たべたのだーれだ？」ほか

１１：００～（幼児～）

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る

           ▼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。

「ジョン・バーニンガム」おはなし会

おやまのがっこう こうさく「ぶどうがり」（定員１０名）１０：００～

１４：００－１５：３０ 鉄道好き 集まれ！

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）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、すくすくタイム内に行われていました
１５分間のミニおはなし会は当面の間中止します。
楽しみにしてくださっていた皆様には大変申し訳ございませんがご了承くださいます
ようお願い致します。

※「えほんのひ」はお休みです。

１１：００－１１：３０

POPさくせい

鉄道にまつわるお話を聞いたり、

写真を見たりします。

（先着２４名事前申込要）

※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。

すくすくタイム



ちいさなかわいいおべんとうばこ
宮野  聡子／作 小学館 ０～５さい

たびにでた
楓  真知子／作 絵本館 ０～５さい

ふーってして
松田　奈那子／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ０～５さい

ドン・ウッサ　ダイエットだいさくせん！
キューライス／著 白泉社 ０～５さい

スマホをひろったにわとりは 

ニック　ブランド／作　いしだ　みき／訳 マイクロマガジン社 ３～５さい

あなふさぎのジグモンタ
とみなが  まい／作 たかお  ゆうこ／絵 ひさかたチャイルド ３～５さい

３～５さい

のりかえの旅

郷土展示コーナー前 あすなろ書房 ３～５さい

これをせずにはいられない！
こざき　ゆう／著 今泉　忠明／監修  ヨツモト　ユキ／絵 学研プラス

まなちゃんはおおかみ
種村  有希子／作 偕成社

水害の大研究
河田　惠昭／監修 PHP研究所 中学年から

低学年から

脳科学者が子どものために考えた夢をかなえる力ののばし方

Ｋ３６９

茂木　健一郎／著 宝島社 中学年から Ｋ１５９

Ｋ４８１

講談社 中学年から Ｋ５８８

ガリガリ君ができるまで
岩貞　るみこ／文 黒須　高嶺／絵

伊藤　柚貴／著 日東書院本社 高学年から Ｋ６６４

さかな博士のレアうま魚図鑑

コツがわかる！小学生の体育図鑑

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

体育指導のスタートライン／監修 成美堂出版 低学年から Ｋ７８０

脚本家が教える読書感想文教室
篠原　明夫／著 主婦の友社 低学年から Ｋ８１６



きつねのしっぽ
おくはら  ゆめ／作 小峰書店 低学年から

ぼくらのなぞ虫大研究
谷本　雄治／作 あかね書房 中学年から

Ｋ９１３オク

ぐうたらとけちとぷー
加瀬　健太郎／作 偕成社 低学年から Ｋ９１３カセ

ウサギとぼくのこまった毎日
ジュディス  カー／作  絵 こだま  ともこ／訳 徳間書店 中学年から

Ｋ９１３タニ

消えた落とし物箱
西村　友里／作  学研プラス 中学年から Ｋ９１３ニシ

スイマー

郷土展示コーナー前 ポプラ社 高学年から

Ｋ９３３ケ

ギフト、ぼくの場合

今井　恭子／作 小学館 高学年から Ｋ９１３イマ

Ｋ９１３タカ

サンドイッチクラブ
長江　優子／作 岩波書店 高学年から Ｋ９１３ナカ

「わっしょい」 やじま ますみ／作 富岡八幡宮／監修

ポプラ社 Ｅワ ３～５さい

ぼくはお祭（まつ）りがいっとうすきだ。おみこしがだいすきだ。ことしは、３ねんにいっ

ぺんのほんまつり。たくさんのおみこしがでるんだ。１しゅうかんぐらいまえから、町内

（ちょうない）はおおさわぎで…。深川八幡（ふかがわはちまん）の「水（みず）かけ祭り」

をしょうかいするえほん。もっとお祭りがおもしろくなるはなしものっています。

９月１４日はコスモスの日です。コスモスが満開（まんかい）のこの時期に、プレゼントにコ

スモスの花（はな）を添（そ）えてお互（たが）いの愛（あい）を確認（かくにん）しあう日です。

参考：「きょうはこんな日３６５ 」

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「きょうまどからふくかぜは」
谷口 國博／文 高砂 淳二／写真 世界文化社 Ｅ キ 幼児から

この本を読んでいるとページをめくるたびに、きもちのよいかぜがふいてきそうです。きれいなけしき、

かわいいどうぶつやむし、わらう人びとが写真にうつっていて、その場面でふくかぜはどこからきたか

ぜなのかな？と想像（そうぞう）します。 読み終えるととてもやさしいきもちになります。


