
ひにち ばしょ

７（土） 集会室１・２

１４（土） 集会室１・２

１５（日） 集会室１・２

２８（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

７（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１４（土） おはなし室

２１（土）
図書館入り口前

エントランス

２５（水） 郷土展示コーナー前

２８（土） 地下１Ｆリハーサル室

２３（月・祝） こども手づくり教室 ミーティングルーム 「クリスマス」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「びっくりカメラ」

※「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

おりがみ教室 「箱」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

１５：００－１６：００ こどもまつり
人形劇

「ブレーメンのおんがくたい」

ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００

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・２話」

１１：００－１１：３０ おはなし会 「あきのおはなし②」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「箱」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「サンクスギビングデー」

こどもまつり

１５：２０－１６：００

１４：３０－１５：１０

ないよう

人形劇「三まいのおふだ」

「クリスマス」

じかん ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００

1 2 3 4 5 6 7

にじ
なんぶ

なんぶ
ほくぶ

8 9 10 11 12 13 14

にじ
なんぶ

いずみ

15 16 17 18 19 20 21

にじ
なんぶ

プラザ

22 23 24 25 26 27 28

にじ なんぶ にじ

29 30

にじ
なんぶ



ひにち

１４（土）

ばしょ

８（日） 図書室内

２３（月・祝） 和室

１０：００～

１０：３０～（０～３歳）

           ▼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。

「なかや　みわ」おはなし会

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）

※「えほんのひ」はお休みです。

１１：００－１１：３０

ないよう

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

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。

１５（日）

１１：００～（幼児～）

おやまのがっこう

こうさく

「みのむし♥こものいれ」

（定員１０名）

　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

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

７（土） おはなし会 和室 絵本「どんぐりどんぐり」ほか

※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。

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る POPさくせい

１４：００－１５：００ エコたわしをつくろう
エコたわしをつくります

(定員９名事前申し込み要)

すくすくタイム



どうしてしっぽがないの？
生源寺  美子／原作 いもと  ようこ／文 絵 ひかりのくに ０～５さい

くいしんぼうのガジガジ
小林  なおたろう／著 文芸社 ０～５さい

わくわくのきんこやねん
山崎  たかし／さく  え 三恵社 ０～５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

サディがいるよ
サラ  オレアリー／文 ジュリー  モースタッド／絵 横山  和江／訳 福音館書店 ３～５さい

これがぼくらにぴったり！
アン  ローズ／さく アーノルド  ローベル／え こみや  ゆう／やく 好学社 ３～５さい

キッズトリビア倶楽部／編 トリバタケ  ハルノブ／絵  えほんの杜 中学年から

Ｋ１５９

金の星社 中学年から Ｋ０３１

１話３分「カッコいい」を考えるこども戦国武将譚 

パワーブック
クレア  サンダース／著　他 東京書籍 中学年から

グラフィオ／編著 さがわ  ゆめこ／絵

 講談社 低学年から Ｋ３６６

大人は知らない今ない仕事図鑑１００
 澤井智毅／監修 上村彰子／構成 文
 「今ない仕事」取材班／構成 文 ボビコ／漫画 イラスト

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

楠  章子／作 文研出版 高学年から Ｋ４４０

Ｋ６８６

スコレー／著 日東書院本社 低学年から Ｋ７５１

ペンと色鉛筆で作るプラバンのアクセサリーＢＯＯＫ

ねこはるすばん
町田　尚子／作

櫻井  寛／写真  文  世界文化社 中学年から

櫻井寛さんの全国私鉄路線と車両大図鑑

星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之

ブウさん、だいじょうぶ？
バレリー　ゴルバチョフ／作 かわしま　まなみ／訳 山烋

へんななまえのもの事典

３～５さい

ほるぷ出版 ３～５さい

Ｋ２８１



めいたんていサムくん
那須　正幹／作 童心社 低学年から

暗号サバイバル学園
山本　省三／作 学研プラス 低学年から

Ｋ９１３ナス

山のトントン
やえがし　なおこ／作 講談社 低学年から Ｋ９１３ヤエ

俳句ステップ！
おおぎやなぎ  ちか／作 佼成出版社 中学年から

Ｋ９１３ヤマ

れいとレイ
うちやま  ともこ／作  絵本塾出版 中学年から Ｋ９１３ウチ

科学でナゾとき！
あさだ  りん／作 偕成社 高学年から

Ｋ９１３オオ

神様のパッチワーク
山本　悦子／作 ポプラ社 中学年から Ｋ９１３ヤマ

Ｋ９１３アサ

イルカと少年の歌
エリザベス　レアード／作 石谷　尚子／訳 評論社 高学年から Ｋ９３３レ

「ネコノテパンヤ」 高木 さんご／作 黒井 健 ／絵

ひさかたチャイルド Ｅネ ３～５さい

さかのとちゅうにある「ネコノテパンヤ」は、ねこのてのようにちいさなパンやです。

きりがでていたひ、おかあさんがはいたつにいくので、ななえがおみせばんをする

ことになりました。しばらくすると、“カラ～ン コロ～ン”とみせのとのひらくおとが、

きこえてきました。ひんやりとしたきりといっしょに、みせにはいってきたのは・・・。

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「あたまをつかった小さなおばあさん」
ホープ ニューウェル／作 松岡 享子／訳 福音館書店 Ｋ９３３ニ 低学年から
おばあさんはたいへんびんぼうでしたが、こまったときにはあたまをつかって、万事（ばんじ）うまくやりまし

た。おばあさんのまえむきでおどろくような発想（はっそう）、なんだかくせになります。この本は１９７０年の

本ですが、２０１９年に続編（ぞくへん）が２さつ出ています。

江戸幕府（えどばくふ）8代（だい）将軍（しょうぐん）・徳川吉宗（とくがわよしむね）が、

「お城将棋（おしろしょうぎ）」という行事（ぎょうじ）を、毎年（まいとし）この日に

行（おこな）うことにきめたことから、制定（せいてい）されました。
参考：「１１月のえほん」


