
ひにち ばしょ

３（土） 集会室１・２

１０（土） 集会室１・２

１８（日） 集会室１・２

２４（土） 集会室１・２

２５（日） 集会室１・２

ひにち ばしょ

１（木）～３１（土） 児童コーナー

３（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１７（土）
図書館入り口前

エントランス

２４（土） おはなし室

２４（土） 地下１Ｆリハーサル室

２８（水） 郷土展示コーナー前

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「三まいのおふだ」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「どうぶつ」

１８（日） たのしいハロウィン工作 地下１Ｆ多目的室

「かぼちゃバッグ」

「かぼちゃぼうし」

（定員各２０名申込要）

１４：００－１４：３０ ほっこりおはなしかい
「ほっこりするおはなし」

（定員１０名）

ないよう

人形劇「三びきのこぶた」

「英語の絵本読み聞かせ」

じかん ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００ こどもまつり

１４：0０－１５：0０ 英語多読をはじめよう！

開館中

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「鳥」

１１：００－１１：３０ おはなし会 「あきのおはなし①」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「レーシングカー」

１４：３０－１５：１０

１５：２０－１６：００

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「鳥」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「ハロウィーン」

１５：００－１６：００

こども手づくり教室 ミーティングルーム 「ハロウィン」

ぎょうじのなまえ ないよう

※「みんなでシネマ映画会」と「おうたのひ」はお休みです。

じかん

２６（月）

みんなでさがそうモンスター 「かくれたモンスターをさがそう！」

１３：３０－１４：３０
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ひにち

１０（土）

１８（日）

ひにち ばしょ

１１（日） 図書室内

１７（土）
中庭

（雨天えほんのおへや）

２５（日）

１４：００－１４：４０
ハロウィン仮装 集会室１

ねこぼうしとマントを作ります

（先着５組「１組３名まで」事

前申込要）１４：５０－１５：３０

           ▼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。

「ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ」おはなし会

おやまのがっこう
こうさく「フェルトでつくるおばけバッグ」

（定員：１０名）
１０：００～

１４：００－１５：００ コップでキャッチ

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

おりがみで「コップ」と

「はね」をつくってあそぶ

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

３（土）

１０：３０～（０～３歳）

おはなし会 和室
絵本「おつきさま

こんばんは」ほか１１：００～（幼児～）

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る

すくすくタイム



本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

※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。

前田  鎌利／著 宝島社 中学年から Ｋ８０９

こどもプレゼン教室

Ｋ４００

文響社 中学年から Ｋ７８０

大人も知らない！？スポーツの実は…
白旗 和也／監修

Ｋ３８４

本郷  和人／監修 学研プラス 低学年から Ｋ２１０

数字でわかる！ぎょうてんな日本の歴史

ジュニアサイエンス大図鑑
ＤＫ社／編 スミソニアン協会／監修　日暮 雅通／訳 河出書房新社

わたしのふうせん
マリオ  ラモ／絵 文  原  小枝／訳 平凡社

せかいいっしゅうあそびのたび
ペズル／文　平澤  南／絵　寒川  恒夫／監修 プレジデント社 低学年から

高学年から

３～５さい

ゆめレスキュー
ＮＯＢＵ／作 アルファポリス ３～５さい

ポッコとたいこ
マシュー  フォーサイス／文と絵　青山  南／訳 化学同人 ３～５さい

こんにちは！わたしのえ 
はた  こうしろう／作 ほるぷ出版 ３～５さい

ばんそうこうくださいな
矢野 アケミ／作 WAVE出版 ０～５さい

どこちゃん
鈴木  のりたけ／作 絵 ＰＨＰ研究所 ０～５さい

まいごのりんご 
くまがい　まゆみ／ 原作 たなか　ゆみこ／絵 
たなか　みきこ／絵 出版ワークス ０～５さい

きりんりんりん
きむら　ゆういち／さく　エムナマエ／え 新日本出版社 ０～５さい



１０分あったら…
ジャン＝クリストフ  ティクシエ／作　ダニエル遠藤みのり／訳 文研出版 高学年から Ｋ９５３テ

マギオ・ムジーク
仁木　英之／作 ＪＵＬＡ出版局 高学年から

Ｋ９３３ク

科学でナゾとき！ 
あさだ　りん／作 偕成社 高学年から Ｋ９１３アサ

Ｋ９１３ニキ

フレンドシップウォー
アンドリュー  クレメンツ／著 田中  奈津子／訳 講談社 中学年から

Ｋ９４３エ

ＡＩロボット、ひと月貸します！
木内　南緒／作 岩崎書店 中学年から Ｋ９１３キウ

ぼくのあいぼうはカモノハシ
ミヒャエル　エングラー／作  はたさわ ゆうこ／訳 徳間書店 低学年から

Ｋ９１３カワ

トイレのブリトニー
辻　貴司／作 岩崎書店 低学年から Ｋ９１３ツシ

にゃんたる刑事
カワダ　クニコ／さく　え ＰＨＰ研究所 低学年から

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「手作りスライムとこむぎねんどの本 」
ハリントン ジェイミー／著 パイパー ブリッターニ／著 ホーマー ホーリー／著 佐々木 有美／監訳 高橋 信夫／訳

オライリー・ジャパン Ｋ４０４ 中学年から

五感（ごかん）を使って、楽しく遊ぼう！新感覚のスライム作り特集（とくしゅう）。科学（かがく）に関（かん）

するワークショップから、クリエイティブ力を磨（みが）こう！どんなスライムをつくろうかな？好奇心（こうき

しん）を育てよう！色々な遊び方が学べる、大人も子供も楽しい一冊。

つくり方

①ガーランドにかざるちぎり絵をたくさんつくる。

台紙（だいし）用の紙に１まいずつはる。

参考：「ビリビリ！チョキチョキ！大へんしん！切り紙あそび」２

②台紙のはしを少し折る。

③②の折り目にひもを通し、折り返したところをのりで

くっつけて出来上がり！
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