
　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

 
開館～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）
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すくすくタイムとは

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止をはかるため、図書館で開催を予定しいた

すくすくタイムを含む行事等については、５月１１日まで、すべて中止にすることを決定 しました。

参加を予定されていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解ご了承くださいますよう

お願いいたします。

※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。

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しています。

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、気軽におこしいただけます。



ひにち ばしょ

２２（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

１５（土）
図書館入り口前

エントランス

２２（土） 地下１Ｆリハーサル室

ひにち

２１（金）

ひにち

　

 　はお休みです。

           ▼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。

ぎょうじのなまえじかん

１１：００－１１：３０

じかん ぎょうじのなまえ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「８枚羽根の風ぐるま」

※「おりがみ教室」と「おうたのひ」と「こどもまつり」と「えいごのおはなし会」

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「当日のおたのしみ」

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

※「おりがみ教室」はお休みです。

※「しゃぼんだまをとばそう」は延期になりました。

たいしょう

えほんのひ ０才から

ないよう

※「おはなし会」と６日開催予定でした「えほんのひ」はお休みです。

※「ＰＯＰすく～る」と「おはなし会」

「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」はお休みです。

１６（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう

こうさく（定員１０名）

「ポッと色（いろ）づく

てるてるぼうず」

※「おはなし会」はお休みです。



クマとオオカミ
ダニエル　サルミエリ／さく やまぐち　ふみお／やく 評論社 ０～５さい

おかしのずかん
大森　裕子／作 福田　淳子／監修 白泉社 ０～５さい

みち
さいとう　しのぶ／作　絵 ひさかたチャイルド ０～５さい

ふたりのひとりたび
山咲  めぐみ／著 みらいパブリッシング ０～５さい

おすしやさんにいらっしゃい！
おかだ　だいすけ／文 遠藤　宏／写真 岩崎書店 ３～５さい

おじいちゃんのたびじたく
ソ　ヨン／文　絵 斎藤　真理子／訳 小峰書店 ３～５さい

３～５さい

すきなことにがてなこと
新井　洋行／作 嶽　まいこ／絵 くもん出版 ３～５さい

もしものための防犯ゼミナール
学研プラス

いっぽいっぽのくつ
潮田　玲子／作　かべや　ふよう／絵 フレーベル館

激レア名字クイズ１００
髙信　幸男／監修 ＪＴＢパブリッシング 中学年から

低学年から

名探偵アルゴのプログラミング入門　１

Ｋ２８８

石戸　奈々子／監修 安藤　明伸／著 佐和　伸明／著 渡邊　茂一／著 角川アスキー総合研究所 低学年から Ｋ００７

Ｋ５３８

Ｋ３６８

くもん出版 高学年から Ｋ４８１

池の水なぜぬくの？
安斉　俊／著　絵　勝呂　尚之／監修

吉川　真／監修 成美堂出版 中学年から

宇宙ロケット図鑑

おもしろ樹木図鑑

ギュギュっと牛乳パック工作大作戦　ミッション１

本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。

林　将之／著 主婦の友社 中学年から Ｋ６５３

吉田　未希子／著 いかだ社 中学年から Ｋ７５４



たまごのはなし
しおたに　まみこ／作 ブロンズ新社 低学年から

ドラドラと伝説の竜
片平　直樹／作 文研出版 中学年から

Ｋ９１３シオ

葉っぱにのって
濱野　京子／作 金の星社 低学年から Ｋ９１３ハマ

こんなにおもしろい日本の神話 １ 
渡邉　卓／著 汐文社 中学年から

Ｋ９１３カタ

クルミ先生とまちがえたくないわたし
令丈　ヒロ子／作 ポプラ社 中学年から Ｋ９１３レイ

青の読み手
小森　香折／作 偕成社 高学年から

Ｋ９１３ワタ

わたしの気になるあの子
朝比奈　蓉子／作 ポプラ社 高学年から Ｋ９１３アサ

Ｋ９１３コモ

ヤーガの走る家
ソフィー　アンダーソン／作 長友　恵子／訳 小学館 高学年から Ｋ９３３ア

「ありえない！」エリック カール／作 アーサー ビナード／訳 偕成社 Ｅ ア ３～５さい

カンガルーのおなかのポケットから、ポコッとでてきたのは、にんげんのおとこの子（こ）…。

ありえない！この子ったら、みみがちっちゃすぎ！たおれるなんてありえない、おおきなボクシ

ングのせんしゅ。ところがどっこい、でっかいあいてでも、いつかはどっしーん！ＫＯ！ありえな

いことがいろいろあるから、おもしろい！

★図書館スタッフがオススメするほん★

「きせつの草花あそび」 小学館 Ｋ７８１ 低学年から

「植物あそび」 ながた はるみ／さく 福音館書店 Ｋ６２０ 低学年から

「草花あそび 春・夏の本」 むかい さちこ／著 上久保 良文／画 しげた よしはる／写真

「草花あそび 春・夏の本」 偕成社 Ｋ４７０ 低学年から

あたたかくなって、野原（のはら）や道（みち）ばたにも草花（くさばな）が咲（さ）いています。スズメノテッポウ

やカラスノエンドウで笛（ふえ）を作ったり、ササの葉で船（ふね）を作ったり、草花あそびはいかがでしょうか。

３冊本を紹介（しょうかい）しますが、その他にもありますので、楽しんでみてください。

ヨーグルトを研究（けんきゅう）したロシアのイリヤ・メチニコフ博士（はかせ）の誕生日（たん

じょうび）にちなみ、明治乳業（めいじにゅうぎょう）が制定（せいてい）しました。

参考：「きょうはこんな日３６５① 」


