
ひにち ばしょ

９（土） 集会室１・２

１７（日） 集会室１・２

２３（土） 集会室１・２

２５（月） ミーティングルーム

ひにち ばしょ

９（土） おはなし室

１６（土）
図書館入り口前

エントランス

２３（土） 地下１Ｆリハーサル室

２７（水） 郷土展示コーナー前

ないよう

「うし」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「Snow man」

じかん ぎょうじのなまえ

１０：３０－１２：００ おりがみ教室

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「コマを作ってまわそう」

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「せつぶん」

※「おうたのひ」と「みんなでシネマ映画会」と「こどもまつり」はお休みです。

じかん

こどものための映画会
「忍たま乱太郎の宇宙大

冒険ｗｉｔｈコズミック

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

ぎょうじのなまえ ないよう

１４：００－（２０分）

１１：００－１１：３０ おはなし会

１５：００－１６：００ こどもまつり

「おはな」

「ふゆのおはなし②」

人形劇「ねずみのすもう」

※「おりがみ教室」はお休みです。
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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

５（火）

９（土）

１７（日）

ひにち ばしょ

１０（日） 図書館内

　※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。

１１：００－１１：３０

ぎょうじのなまえ ないよう

おはなし会 「やなせ　たかし」

おやまのがっこう
こうさく「おにのかんむり」

（先着１０名）

ＰＯＰすく～る POPさくせい

※「おはなし会」はお休みです。

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

１４：００－１６：００

１０：００－１０：３０

           ▼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。

「絵馬（えま）をかざろう」お正月の行事

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）

１０：００－

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。

じかん

すくすくタイム



こたつうし
かわまた  ねね／作　長谷川  義史／絵 世界文化ワンダークリエイト ０～５さい

ガチャガチャぽん！ 
 ナカオ　マサトシ／ぶん 森　あさ子／え マイクロマガジン社 ０～５さい

ふぶきのみちはふしぎのみち
種村　有希子／作 アリス館 ０～５さい

つちんこ　つっちゃん
石黒  亜矢子／作 好学社 ０～５さい

ニマとおにばば
ピエール　ベルトラン／文 チェン　ジャンホン／絵　平岡　敦／訳 徳間書店 ３～５さい

すみっこのかくれんぼ
うえだ  しげこ／作　絵 教育画劇 ３～５さい

３～５さい

パックンバーガーくん
乾  栄里子／文　西村  敏雄／絵 講談社 ３～５さい

妖精図鑑
エミリー　ホーキンス／著　ジェシカ　ルー ／絵　小林　玲子／訳 河出書房新社

ひきだしマンションとおてがみちゃん
ひらぎ　みつえ／作 ほるぷ出版

日本の歴史３６６
小和田　哲男／監修 ＴＯＡ／絵 主婦の友社／編集 主婦の友社 低学年から

中学年から

見たい！知りたい！博物館はうら側もすごい！

Ｋ２１０

斎藤　靖二／監修 ＷＡＶＥ出版 中学年から Ｋ０６９

Ｋ５８９

１２歳のスタイルブック

Ｋ３８８

ナツメ社 中学年から Ｋ４０２

すごい科学者のアカン話
藤嶋  昭／監修

服部　裕子／スタイリングと文 サトウ　ユカ／物語と絵 文響社 高学年から

ケンさん、イチゴの虫をこらしめる

５回で折れるかざれる！あそべる！おりがみ　１

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

谷本　雄治／著 フレーベル館 高学年から Ｋ６２６

いしかわ　まりこ／作 汐文社 低学年から Ｋ７５４



ぼくの席がえ
花田　鳩子／作 ＰＨＰ研究所 低学年から

ぽぽとくるのしあわせのばしょ
かんの  ゆうこ／著 幻冬舎メディアコンサルティング 中学年から

Ｋ９１３ハナ

はみがき探偵
キム  フィナム／文 ささき  あり／訳 西東社 低学年から Ｋ９２９キ

チョコルとチョコレートの魔女
こばやし　ゆかこ／著 岩崎書店 中学年から

Ｋ９１３カン

へんくつさんのお茶会
楠　章子／作  学研プラス 中学年から Ｋ９１３クス

ジャンプして、雪をつかめ！
おおぎやなぎ　ちか／作 新日本出版社 高学年から

Ｋ９１３コハ

ごいっしょさん
松本　聰美／作 国土社 中学年から Ｋ９１３マツ

Ｋ９１３オオ

あしたのことば
森　絵都／作 小峰書店 高学年から Ｋ９１３モリ

「インクレディブルホテル」
ケイト デイヴィス／文 イザベル フォラス／絵 山田 詩子／訳

ＢＬ出版 Ｅイ 低学年から

ほかではありえないくらいすばらしいインクレディブルホテル。１００周年（しゅうねん）

パーティーの特別（とくべつ）ゲスト・公爵夫人（こうしゃくふじん）のために、シューク

リームをつみあげたクロカンブッシュをつくることに。パティシエになりたい見習（みな

ら）いのステファンは、シェフを手伝（てつだ）っていましたが…。

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「おみくじ」
きた あいり／作 ＢＬ出版 Ｅオ ３～５さい

おみくじをひくときは、だれもがしんけん。ところが、おみくじのはこのなかでは、おみくじのぼうの

“おやぶん”の大吉（だいきち）が、てきとうにでていくおみくじをきめていました。ところがある日（ひ）、

おとこのこが小吉（しょうきち）をもってかえってしまい…。読（よ）んだ後（あと）はおみくじをひきたくなる、

ゆかいなおはなしです。

しめかざりは、神様（かみさま）をまつっている神聖（しんせい）な場所であることをあらわし、

わざわいが家のなかに入りこむのをふせぐという意味（いみ）があります。

参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」


