
ひにち ばしょ

１３（土） 集会室１・２

２１（日） 集会室１・２

２２（月） ミーティングルーム

２７（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

２０（土）
図書館入り口前

エントランス

２４（水） 郷土展示コーナー前

２７（土） 地下１Ｆリハーサル室

ないよう

「おひなさま」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「バレンタイン」

じかん ぎょうじのなまえ

１０：３０－１２：００ おりがみ教室

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「ひなまつり」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「クルクル飛行塔」

※「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

おはなし会 「未定」

ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

１５：００－１６：００ こどもまつり

「おひなまつり」

「未定」

※緊急事態宣言を受けて２月７日までのイベント・行事は中止に

　なりました。
※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

  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。

※「おりがみ教室」と「読み聞かせたい（隊）」はお休みです。
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ひにち

１３（土）

ひにち ばしょ

１４（日） 図書館内

２０（土） 図書館内

２１（日） 和室

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

１４：００－１５：3０

１４：００－１４：４５

こうさく「プラカップのおひなさま」

（先着１０名）
おやまのがっこう

ぎょうじのなまえ ないよう

※２月のミニおはなし会は中止となりました。

　 赤ちゃんとご家族のための図書館開放時間です。
　 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。

           ▼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。

「むかしばなし」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

２１（日）

じかん

※「えほんのひ」はお休みです。

 １０：００－

ＰＯＰすく～る POPさくせい

ぬいぐるみのおとまり会

ぬいぐるみと持ち主
（先着１０名：申し込み要）

※２日間参加できる方

すくすくタイム



しんかんせん！ 
穂村　弘／ぶん 長谷川　朗／え くもん出版 ０～５さい

おやすみなさいどうぶつたち
ケイト　プレンダーガスト／さく よしはら　なお／やく  潮出版社 ０～５さい

ぼくらのまちにおいでよ
大桃  洋祐／作  小学館 ０～５さい

なんでもレストラン
鈴木　まもる／さく え 文溪堂 ０～５さい

バレエはじめるの
つがね  ちかこ／さく ほるぷ出版 ３～５さい

悲しみのゴリラ
ジャッキー  アズーア  クレイマー／文 シンディ  ダービー／絵 落合  恵子／訳 クレヨンハウス ３～５さい

３～５さい

ふゆごもりのまえに
ジャン　ブレット／作 こうのす　ゆきこ／訳 福音館書店 ３～５さい

みんなをおどろかせよう科学マジック図鑑
スティーブ　モールド／著 十倉　実佳子／訳 化学同人

ゆうこさんのルーペ
多屋　光孫／文　絵 はが　ゆうこ／原案 ふじい　かつのり／監修 合同出版

サッコ先生と！からだこころ研究所
高橋　幸子／著 リトルモア 中学年から

中学年から

なぜなラボ　♯１

Ｋ３６７

学研プラス 低学年から Ｋ０３１

Ｋ６２６

Ｋ４０７

日東書院本社 中学年から Ｋ５９４

はじめてのあみものＢＯＯＫ
ｍｉｎａｏ／著

ぽん吉／絵と作 二見書房 中学年から

おやさい妖精とまなぶ野菜の知識図鑑

ぴょんぴょんぐんぐん  とぶ・すすむおもちゃ

しょんぼり百人一首

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

まるばやし　さわこ／工作監修　製作 新日本出版社 低学年から Ｋ７５０

天野  慶／著 幻冬舎 高学年から Ｋ９１１



おはなしごほん
大川　久乃／作 あかね書房 低学年から

ぼくのとうさんわたしのおかあちゃん 
 さくら  文葉／作 フロネーシス桜蔭社 中学年から

Ｋ９１３オオ

人形つかいマリオのお話
ラフィク  シャミ／作 松永  美穂／訳 徳間書店 低学年から Ｋ９４３シ

橋の上の子どもたち
パドマ  ヴェンカトラマン／作  田中  奈津子／訳 講談社 中学年から

Ｋ９１３サク

泣き神さまサワメ 
 横山  充男／作 文研出版 中学年から Ｋ９１３ヨコ

日向丘中学校カウンセラー室
まはら  三桃／著 アリス館 高学年から

Ｋ９３３へ

精霊人、はじめました！
 宮下　恵茉／作 ＰＨＰ研究所 高学年から Ｋ９１３ミヤ

Ｋ９１３マハ

チェリーシュリンプ
 ファン　ヨンミ／作 吉原　育子／訳  金の星社 高学年から Ｋ９２９フ

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「桃太郎が語る桃太郎」
岡村 優太／絵 クゲ ユウジ／文 高陵社書店 Ｅモ 低学年から

ぼくは生まれる前、大きな桃（もも）の中にいました。すぐ外からは水の音。それ、どんぶらこ。

また、どんぶらこ…。「桃太郎（ももたろう）」というお話のせかいを、桃太郎の目からみた絵本です。

「わたしはこう思いました」「あなたならどうする？」を考えるのが楽しくなる絵本です。

【とくべつせいりきかんスケジュール】 ※このきかんはおやすみです。

ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ ２月 ２日（火）～２月 ５日（金）

ＴＲＣいずみとしょかん ２月 ７日（日）～２月１２日（金）

ＴＲＣシティプラザとしょかん ２月１４日（日）～２月１９日（金）

にじのとしょかん ２月２３日（火・祝）～２月２６日（金）

ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ ３月 ３日（水）～３月 ５日（金）

１８８３（明治（めいじ）１６）年のこの日、ドイツ人（じん）の気象学者（きしょうがくしゃ）によって、

日本初（にほんはつ）の天気図（てんきず）が作成（さくせい）されました。

参考：「１２か月の行事のえほん」


