
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

２８（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

１（火）～２５（金） 児童コーナー

５（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

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） 地下１Ｆリハーサル室

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「X’mas　ファンタジー」

開館中

１０：３０－１２：００ おりがみ教室

１１：００－１１：３０ おはなし会

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇予定

ぎょうじのなまえ

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

「お正月」

「サンタクロース」

「ふゆのおはなし①」

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

あわてんぼサンタさんのおとしもの！
サンタさんが落とした

かざりをさがそう！

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

「おしょうがつ」

１３：３０－１４：００

１３（日）

えいごのおはなし会 「クリスマス」

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

「ブレーメンのおんがくたい」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「サンタクロース」

１３：３０－１５：００ クリスマスおたのしみ会 集会室１・２
「くつしたポシェット」ほか

（受付終了）

1 2 3 4 5

なんぶ
ほくぶ

6 7 8 9 10 11 12

にじ
なんぶ

いずみ

13 14 15 16 17 18 19

にじ
なんぶ

プラザ

20 21 22 23 24 25 26

にじ
なんぶ

にじ

27 28 29 30 31 1/1 2

にじ
なんぶ

休み 休み 休み 休み 休み

3 4 5 6 7 8 9

休み
にじ

なんぶ
いずみ

年（ねん）のこの日に、トーマス・エジソンが蓄音機（ちくおんき）（音を記録（きろく）・



ひにち

１２（土）

２０（日）

ひにち ばしょ

１３（日） 図書室内

           ▼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。

「みやにし　たつや」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）

１１：００－１１：３０

※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。

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。

１３（日）

※「えほんのひ」はお休みです。

１４：００－１５：００ クリスマスおはなし会 集会室１

クリスマスに関するおはなしの後

クリスマスツリーの

かざりをつけます

(定員１5名事前申し込み要)

こうさく・おりがみ「おしょうがつのかけじく」

（先着１０名）

じかん

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

１０：３０～（０～３歳）

１１：００～（幼児～）

１４：００－１６：００

「クリスマスケーキ」

（定員各１０名申込要）②１４：００－１６：００

１０：００～ おやまのがっこう

ＰＯＰすく～る

冬の工作教室

POPさくせい

１９（土）

①１０：００－１２：００

ぎょうじのなまえ ないよう

５（土） おはなし会 和室
絵本

「クリスマスのかくれんぼ」ほか

すくすくタイム



エコかるた

カタカナ英語キャラクター図鑑

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

本田  亮／著 フレーベル館 低学年から Ｋ５１９

いとう  みつる／イラスト 関  正生／監修 宝島社 中学年から Ｋ８３１

Ｋ４８０

ゾウは足音を立てずに歩く

Ｋ２０４

日本図書センター 中学年から Ｋ３６６

昔のお仕事大図鑑
小泉　和子／監修

小泉　祐里／著 双葉社 高学年から

Ｋ１８０

土屋  誠司／著 創元社 高学年から Ｋ００７

３６６日じてん
平野  恵理子／著 偕成社

ごめんなさい！だいじょうぶ！
ルイス　スロボドキン／さく　こみや　ゆう／やく 出版ワークス

教えて、釈先生！子どものための仏教入門
釈　徹宗／著 谷口　雅美／著 講談社 高学年から

中学年から

ＡＩ時代を生き抜くプログラミング的思考が身につくシリーズ １

３～５さい

おとなのなかのこども
ヘンリー　ブラックショー／さく　いのうえ　まい／やく 化学同人 ３～５さい

うごきません。
大塚　健太／作 柴田　ケイコ／絵 パイインターナショナル ３～５さい

いろんなたまご
クララ　コルマン／さく 小川　浩一／やく 大日本絵画 ３～５さい

マーシカちゃん
北見　葉胡／作　 アリス館 ０～５さい

はんぶんこ
 多田  ヒロシ／作 こぐま社 ０～５さい

コロナウイルスのころなっちとぼく
近藤　えり／作 絵 宮澤　正顯／監修 チャイルド社 ０～５さい

ウィルとふゆのおきゃくさん
リンダ　アシュマン／文 チャック　グルニンク／絵 ふしみ　みさを／訳 光村教育図書 ０～５さい



ブラックホールの飼い方
ミシェル　クエヴァス／作 杉田　七重／訳 小学館 高学年から Ｋ９３３ク

オオハシ・キング
当原　珠樹／作 ＰＨＰ研究所 高学年から

Ｋ９１３ホリ

おじいちゃんとの最後の旅 
 ウルフ　スタルク／作 キティ　クローザー／絵 菱木　晃子／訳 徳間書店 中学年から Ｋ９４９ス

Ｋ９１３トウ

セラピードッグのハナとわたし
堀  直子／作 文研出版 中学年から

Ｋ９３３ヘ

おとうさんのかお
岩瀬  成子／作 佼成出版社 中学年から Ｋ９１３イワ

かしこいうさぎのローズバッド
ルドウィッヒ  ベーメルマンス／ぶん え　 小宮  由／やく 大日本図書 低学年から

Ｋ９１３コテ

宇宙人がいた
やまだ　ともこ／作 金の星社 低学年から Ｋ９１３ヤマ

おとうとのたからもの
小手鞠  るい／作 岩崎書店 低学年から

≪年末年始のおやすみのおしらせ≫

２０２０年１２月２９日（火）から２０２１年１月３日（日）は

和泉市内すべてのとしょかんがおやすみです。

年末年始の返却ポストについて、プラザとにじは使用できません。

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「ふわふわふとん」
カズコ Ｇ．ストーン／さく 福音館書店 Ｅ ／フ 幼児から

やなぎむらに冬がきたので、むしたちはあたたかいおふとんをさがしに行くことにしました。するとお

ふとんにぴったりの大きなたねをみつけます。みんなで力をあわせてむらまでたねをはこんでいると、

雪がふってきて…さて、むしたちはあたたかいおふとんでねむれるのかな？

ってなあに？

シンデレラは、舞踏会（ぶとうかい）の最中（さいちゅう）も、魔法（まほう）がとけてしまう

「午前（ごぜん）０時（じ）」をずっと気にしています。大晦日（おおみそか）である１２月３１日が

日付（ひづけ）のかわる「午前０時」を最（もっと）も気にする日であることから、よばれるように

なったそうです。

参考：「この日何の日」


