
ひにち ばしょ

３（土） 集会室１・２

１０（土） 集会室１・２

２４（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

３（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１７（土）
図書館入り口前

エントランス

２４（土） 地下１Ｆリハーサル室

１０：３０－１２：００

１１：００－１１：３０ おはなし会

１５：００－１６：００ こどもまつり

「おたのしみ」

「未定」

※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。

じかん

おりがみ教室 「未定」

ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「レーシングカー」

※「おうたのひ」と「えいごのおはなし会」はお休みです。

ないよう

人形「ヘンゼルとグレーテル」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「こいのぼり・かぶと」

じかん ぎょうじのなまえ

１５：００－１６：００ こどもまつり
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ひにち

１（木）

１６（金）

ひにち

１０（土）

ひにち ばしょ

１１（日） 図書館内

　　　　　　　　　　　　　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。

ＰＯＰすく～る POPさくせい

４/２４（土）

５/１２（水）
開館時間内

子どもの読書週間

たくさん本を読んで

ガチャをまわそう

図書館内
貸出をした子どもさんに１日

１回ガチャをまわしてもらい

ます。

           ▼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。

「いとう　ひろし」おはなし会

１０時～１２時
        ・いずみ（第１・第３木曜日）
        ・プラザ（第２・第４木曜日）

  ・ほくぶ（第４木曜日）

１１：００－１１：３０

１８（日）

じかん

１0：００－１１：３０

じかん ぎょうじのなまえ たいしょう

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

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

こうさく「くっつきこいのぼり」

（定員１０名）
おやまのがっこう

ぎょうじのなまえ ないよう

３（土） おはなし会 和室 絵本「にくのくに」ほか

すくすくタイム

~



自由帳みせて！

国語で使える！グラフや表を用いて書こう

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

すずき  こうせい／文  イラスト 福音館書店 低学年から Ｋ７２６

青山  由紀／監修 あかね書房 高学年から Ｋ８１０

Ｋ６４５

Ｋ４９８

日本文芸社 中学年から Ｋ５９７

Ｎｏ．１きれい運がよくなる整理整とん＆おそうじＬｅｓｓｏｎ
おさよさん／監修 小西　紗代／監修

沢田　俊子／文 講談社 中学年から

犬たちよ、今、助けに行くからね

Ｋ３５０

『大正時代をのぞいてみよう』編集委員会／編著 汐文社 中学年から Ｋ２１０

プレッシャーを味方にするメンタルトレーニング
高妻  容一／著 岩崎書店

ふしぎなニャーチカ 
佐藤  文音／さく  え 神宮館

絵で見る統計
ミレイア  トリウス／文 宇野  和美／訳 中山  映／訳 あすなろ書房 高学年から

中学年から

大注目！写真とイラストでわかる大正時代をのぞいてみよう

３～５さい

バジとあかいボール
松丘  コウ／作  絵 フレーベル館 ３～５さい

おにのおふろや
苅田  澄子／作　 りとう  ようい／絵 鈴木出版 ３～５さい

おっこちてきた
サイモン  プトック／文　ダニエル  イグヌス／絵　青山  南／訳 光村教育図書 ３～５さい

みたらみられた
たけがみ  たえ／作 アリス館 ０～５さい

ほらぴったり
ナオミ  ジョーンズ／ぶん　ジェームズ  ジョーンズ／え　環  ＲＯＹ／やく ブロンズ新社 ０～５さい

たぬきのおまじない
おおなり　修司／文 丸山　誠司／絵 絵本館 ０～５さい

おだんごねこさま
令丈　ヒロ子／作　わたなべ　あや／絵  岩崎書店 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

風神風鈴物語
夏也　園子／著 ＰＨＰ研究所 高学年から

Ｋ９１３クツ

キューティー・キューピー・キューピッド
小松原　宏子／作 静山社 高学年から Ｋ９１３コマ

Ｋ９１３ナツ

さくら村は大さわぎ
朽木　祥／作 小学館 中学年から

Ｋ９１３イケ

ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き
北川　佳奈／作 学研プラス 中学年から Ｋ９１３キタ

カメくんとイモリくん
いけだ  けい／作 偕成社 中学年から

Ｋ９１３アン

うさぎのモニカのケーキ屋さん
小手鞠　るい／さく 講談社 低学年から Ｋ９１３コテ

きみのなまえ
あんず　ゆき／作 佼成出版社 低学年から

「ちこくのりゆう」 森くま堂／作 北村 裕花／絵

童心社 Ｅ チ 低学年から

せんせい、きいてえな。あさおきたら、とうちゃんとかあちゃんが、カブトムシにかわっとっ

たんや。カブトムシのとうちゃんは、ツノをうごかして「はらへったー」とさわいだ。かあちゃ

んはとびまわって、「マサシ、なんかたべるもん、もってきてんかー」という。ためしに、クワ

ガタかってたときのゼリーをあげてみたら、わしわしたべはじめて…。

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「雨ふる本屋」 日向 理恵子／作 吉田 尚令／絵

童心社 Ｋ９１３ヒナ 中学年から

カタツムリをおいかけているうちに、ルウ子は巨大（きょだい）な迷路（めいろ）のような本だなに迷（まよ）

いこんだ。そこは、図書館（としょかん）ではなく、部屋（へや）の中（なか）なのに、雨が降（ふ）っているふ

しぎな「雨ふる本屋（ほんや）」で・・・。物語（ものがたり）の種（たね）を守（まも）るための冒険（ぼうけん）

へでかけることに！？ わくわくのつまった物語です。

この日は、仏教（ぶっきょう）を開いたお釈迦様（しゃかさま）の誕生日（たんじょうび）です。

お寺（てら）の境内（けいだい）や本堂（ほんどう）に、お花でかこまれた「花御堂（はなみどう）」

が作られます。おとずれた人は、中央（ちゅうおう）におかれた、お釈迦様の像（ぞう）に、甘茶

（あまちゃ）をかけていわいます。お参（まい）りをした後は、甘茶をいただいて帰り、健康（けん

こう）をいのってみんなで飲（の）みます。 参考：「はじめて知るみんなの行事とくらし」


