
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

１３（土） おはなし室

２０（土・祝）
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

１４：００－（２０分）

１１：００－１１：３０ おはなし会

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室

「未定」

「イースター」

※「おりがみ教室」と「読み聞かせたい（隊）」はお休みです。

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

じかん

こどものための映画会
「新ざわざわ森のがんこ

ちゃん　第９・１０話」

ぎょうじのなまえ ないよう

※「みんなでシネマ映画会」と「こどもまつり」と「おうたのひ」はお休みです。

１４：３０－１６：００ こども手づくり教室 「のりもの」

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「玉乗りピエロ」

ないよう

「チューリップ」

１３：３０－１４：００ えいごのおはなし会 「イースター」

じかん ぎょうじのなまえ

１０：３０－１２：００ おりがみ教室
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ひにち

１３（土）

ひにち ばしょ

１４（日） 図書館内

対象：小学生以下

申込：不要
（未就学児の場合は保護者同伴）

           ▼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。

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）

                          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。

※「えほんのひ」はお休みです。

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「名作ロングセラー」

じかん ぎょうじのなまえ

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

２１（日） １０：００－ おやまのがっこう
こうさく「いちごだいすき！」

（先着１０名）

ないよう

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る POPさくせい

※「おはなし会」はお休みです。

※緊急事態宣言を受けて３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。

２０（土・祝） １４：００－１５：００ くるくるたこコプタ－
中庭

(雨天時児童

コーナー）

すくすくタイム



頭がよくなるなぞなぞチャレンジ！３６６日

小学生のための聞ける！話せる！英語辞典

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

日本なぞなぞ能力検定協会／監修 新星出版社 低学年から Ｋ７９８

石原　真弓／監修 旺文社 中学年から Ｋ８３７

Ｋ６９４

Ｋ４８８

汐文社 高学年から Ｋ５８９木本　晴美／監修

遠藤  美季／監修 金の星社 高学年から

はじめてのファッション　１

本当に危ないスマホの話

Ｋ３８８

齋藤  孝／著　伊藤　ハムスター／絵 リベラル社 中学年から Ｋ１８３

カラスのいいぶん
嶋田  泰子／著　岡本　順／絵 童心社

みえないこいぬぽっち 
ワンダ  ガアグ／作 こみや  ゆう／訳 好学社

鬼大図鑑
田村  正彦／監修 さがわ  ゆめこ／画  グラフィオ／編 金の星社 高学年から

中学年から

こども般若心経

３～５さい

とっています
市原  淳／作 世界文化ワンダークリエイト ３～５さい

こぐまとブランケット
Ｌ．Ｊ．Ｒ．ケリー／文 たなか  ようこ／絵 内田  也哉子／訳 早川書房 ３～５さい

かける
はらぺこめがね／著 佼成出版社 ３～５さい

ねむいねむいおつきさま
Ｒｏｋｏ／さく  え 三恵社 ０～５さい

なりきりマイケルのきかんしゃりょこう
ルイス  スロボドキン／さく こみや  ゆう／やく 出版ワークス ０～５さい

くつやさんとおばけ
いわさき　さとこ／作 ＢＬ出版 ０～５さい

あらいくん
中川　ひろたか／文 ｓｅｒｉｃｏ／絵 世界文化社 ０～５さい



ぼくはおじいちゃんと戦争した
ロバート　Ｋ．スミス／著 こだま　ともこ／訳 あすなろ書房 高学年から Ｋ９３３ス

まほうのレシピ
シンディ  キャラハン／著 林  啓恵／訳 竹書房 高学年から

Ｋ９１３マス

食虫植物ジャングル
萩原  弓佳／作 文研出版 高学年から Ｋ９１３ハキ

Ｋ９３３キ

みんなふつうで、みんなへん。
枡野  浩一／作 あかね書房 中学年から

Ｋ９１３クメ

お話ふわり咲いて
藤本  久子／著 文芸社 中学年から Ｋ９１３フシ

嘘吹きネットワーク
久米　絵美里／著 ＰＨＰ研究所 中学年から

Ｋ９１３トモ

ねこ学校のいたずらペーター
アンネリース　ウムラウフ＝ラマチュ／作  杉山　香織／訳 徳間書店 低学年から Ｋ９４３ウ

しかくいまち
戸森  しるこ／作 理論社 低学年から

「おそうじロボットのキュキュ」 こもり まこと／作

偕成社 Ｅ／オ 幼児から
ここは、とかいのはずれの、ロボットばかりがくらすまち。キングドリンク・ショップを

きれいにしていた、ふるいおそうじロボットのキュキュは、あめがからだにはいり、こ

しょうしてしまいました。キュキュがリサイクルのトラックにのせられて、はこばれて

いってしまうと、キングドリンク・ショップはきたなくなってしまい…。

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「さくら」 長谷川 摂子／文 矢間 芳子／絵 構成

福音館書店 Ｅ サ 幼児から

今、あなたのまわりのさくらの木は、どうなっているでしょう。寒（さむ）さにこごえているでしょうか。

もうすぐ花を咲（さ）かせようと花芽（かが）をふくらませているでしょうか。みなさんが知っているように

緑の葉っぱがいっぱいの時期（じき）、赤や黄色の葉が美（うつく）しい時期など季節（きせつ）に

よって移（うつ）り替（か）わります。そんな桜の一年間をやさしい言葉で語ってくれる絵本です。

春分と秋分には、太陽は真東（まひがし）からのぼって真西（まにし）にしずみ、昼と夜の時間が

ほぼ等（ひと）しくなります。春分から昼の時間のほうがだんだん長くなっていき、夏至（げし）を

頂点（ちょうてん）に、今度は昼が短くなっていきます。そして、秋分から夜の時間が長くなって

いき、冬至（とうじ）を頂点（ちょうてん）に、今度は夜が短くなっていきます。

参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」


