
ロボ先生に教わりながら、プログラム名人になろう！「スクラッチ」を使って、プログラミングの基本（きほん）から、英語
の迷路（めいろ）ゲーム、おはなしアニメなどのプログラムづくりまでを説明（せつめい）するよ。　本格的（ほんかくて
き）なアクションゲームにも挑戦（ちょうせん）してみてね。

あるとき、リスさんはアリさんに、「アリさん、アリさん、だれがすき？」とききました。アリさんはリスさんをゆびさし
て、「このひと」とこたえます。リスさんは、ふふふふ、とちいさくほほえみ、リスさんのこころにはうれしいきもちがひろ
がり、はなのようなえがおがぱっとさき…。

中川  一史／監修 
中学年から

学研プラス K ／ 007

つくって遊べるプログラミング

　　　■開館時間

　　　〇ＴＲＣいずみとしょかん

　　　〇ＴＲＣシティプラザとしょかん

　　　　平　日／９：３０～２１：００

　　　　土日祝／９：００～２０：００

　　　〇にじのとしょかん

　　　　火曜日～土曜日／１０：００～１８：００

　　　　日曜日 ・ 祝日／１０：００～１７：００

　

　　　〇ＴＲＣなんぶリージョンセンターとしょしつ

　　　　火曜日～日曜日／１０：００～１８：００

　

　　　〇ＴＲＣほくぶリージョンセンターとしょしつ

　　　　平日・土日祝／９：３０～２０：００

新
あたら

しく入
はい

った本
ほん

なかよくなれるかな

今井　福子／作 いつか／絵
低学年から

文研出版

はなになりました

K 913 ／ イマ

小学校のしいくごやにいるウサギのチュロに会いたい１年生のれな。でも、しいくがかりの６年生のおにいさんは、いつもお
こったり、どなったりしているので、こわくていくことができません。でも、ともだちのたけちゃんに、おにいさんはじつは
やさしいひとで、すてられたねこをたすけようとした話をきいて…。

内田　麟太郎／文  南塚　直子／絵 
３～５さい向け

童心社  E ／ ハ

いずみし

としょかんだより
２０２２．４月号

ＮＯ.１２０

pick up

1 2
プラザ

なんぶ

ほく ぶ

3 4 5 6 7 8 9

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

10 11 12 13 14 15 16

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

17 18 19 20 21 22 23

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ

に じ

ほく ぶ

24 25 26 27 28 29 30

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ



ひにち ばしょ

２（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

ひにち ばしょ

２（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

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

ひにち

７（木）

１５（金）

ひにち

９（土）

ひにち ばしょ

１０（日） 図書室内

※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。

１４：００－１６：００ ＰＯＰすく～る ＰＯＰさくせい

１７（日） １３：３０－１５：００

新聞紙でつくって

あそぼう！

こままわし

和室

　　定員：１０名（付添保護者は１名まで）

　　対象：どなたでも参加していただけます。

　　申込：４月４日（月）9時３０分から

       カウンターまたは電話にて受付します。

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

２（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室

絵本

「おおきくなるっていうことは」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

１１：００－１１：３０ おはなし会 「おはな」

１７（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「パラシュート」

（定員８名）

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

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

１１：００－１１：３０ おはなしかい 「当日のおたのしみ」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「三びきのこぶた」

※えいごのおはなし会はお休みです。

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「こいのぼり・かぶと」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」

９（土）
１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「こいのぼり・かぶと」

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「未定」

イベントじょうほう
                 ９時３０分 ～ 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）

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

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る

１５分間のミニおはなし会は状況により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。

すくすくタイム



西東社 K ／ 798

【ないよう】
花がいっせいに咲(さ)く春、どこもかしこも大いそがし
の夏、色あざやかな葉（は）に包（つつ）まれる秋、そ
して、ひっそりした冬…。森に入れば、いつも何かが見
つかるよ。森にひそむふしぎやひみつを紹介(しょうか
い)。森について学びながら、イラストの中にかくれてい
る生き物たちも探（さが）してみよう。

【ないよう】
学校（がっこう）のろうかが広（ひろ）くかんじるのは
なぜ？もちはもちでも明るくなったりくらくなったりす
るもちは？すずをつけると空をとび、子がのっかるとた
べものになるものって？１日５分、スキマ時間（じか
ん）に解（と）くだけで、頭（あたま）がよくなるなぞ
なぞを３６６日分紹介（しょうかい）します。

K ／ 367

【ないよう】
苦しいことやつらいことがあったときに、役に立つ考え
方や、知っておいてほしいことを紹介（しょうかい）し
ます。「はなす」「たよる」「ちしき」「にげる」の４
つのチカラをレベルアップさせながら、ピンチを乗り越
（こ）えましょう。１は、友だちとのケンカ、いじめな
ど、学校で起こるピンチのシーンを取り上げます。

【ないよう】
自分を発見（はっけん）しよう！あなたの家族（かぞ
く）はどんな人たち？自分の性格（せいかく）、どう
思っている？将来（しょうらい）、どんなしごとをして
みたい？あなたの夢（ゆめ）は？いろいろな質問（しつ
もん）をとおして、「わたし」とはどんな人か、そして
これからどんな「わたし」をめざすのかを考（かんが）
えてみましょう。

ふしぎの森のふしぎ かってに頭がよくなる毎日なぞなぞ

ヤン　パウル　スクッテン／文 塩崎　香織／訳 川上　紳一／監修 陰山　英男／監修

【ないよう】
だいくんは、じゅぎょうでつかうおはじきをわすれてき
てしまいました。こまっただいくんは、じゅもんをとな
えてみました。「さかさまになあれ、さかさまになあ
れ。まさかさかさま、さかさままさか」いつもはおこら
れるわすれものが、「さかさま」にほめられるといいな
あ、とおもったからです。そんなことがほんとうにおこ
るでしょうか?

【ないよう】
９歳（さい）の女の子、サラのおじいちゃんがママと同
じくらいの年の人と結婚（けっこん）することに。おと
なたちはそれぞれ意見（いけん）があるようす。結婚式
にいきたくてたまらないサラは、大反対（だいはんた
い）のママとおじいちゃんの婚約者（こんやくしゃ）を
ひきあわせて仲良（なかよ）くしてもらおうと計画（け
いかく）するのですが…。

ブロンズ新社  E ／ イ 講談社  E ／ カ

【ないよう】
おんなのこが、あそびにでかけました。おちている、
はっぱさん。いま、めがあったよね？おんなのこは、
はっぱさんをひろいました。おぼうしかぶった、どんぐ
りさん。いま、めがあったよね？おんなのこは、どんぐ
りさんもひろいました。するとめのまえに、おおきなみ
ずたまり。めがあったよね！おんなのこは、みずたまり
にとびこんで…。

【ないよう】
ママにおこられて、へやにとじこもったけんた。げんか
んのチャイムがなったけれど、ママがいない。けんたが
おそるおそる、げんかんのドアをあけると、そこにはか
いじゅうのたまごをとどけにきた「かいじゅうたくはい
びん」が。けんたはたまごをかえすほうほうをおそわり
ながら、たまごになまえをつけて、あたためるじゅんび
をはじめますが…。

ハビエル  マルピカ／作 宇野  和美／訳

文溪堂 K 913 ／ カン 偕成社 K 963 ／ マ

いまめがあったよね？ かいじゅうたくはいびん

新
あたら

しく入
はい

った本
ほん ０～５さい向け  ➡　 ３～５さい向け  ➡

低学年から  ➡ 中学年から  ➡ 高学年から  ➡

おおた　ゆみこ／ぶん にしかわ　ともみ／え 澤野  秋文／作

化学同人 K ／ 653

鈴木出版 K ／ 146 大月書店

柿崎　えま／絵

自分を守るクエスト １ 人間と性の絵本 １

鈴木　裕介／著

さかさまがっこう おとなってこまっちゃう

苅田　澄子／作
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      こどもの電子図書館
で ん し と し ょ か ん

■ えほん ■

「ハンナとシュガー」
ケイト　ベアビー／ぶん　え 中井　貴惠／やく

イマジネイション・プラス
０～５さい向け

■ よみもの ■

「保健室の日曜日」
村上 しいこ／作 田中 六大／絵

講談社
低学年から

■ じつよう ■

「自分ことわざじてん」
さくらこ／著 飯間 浩明／解説

ライツ社
中学年から

4月のこんな本（テーマ：おともだち）

　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

 

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「えらいこっちゃのようちえん」

かさい まり／文 ゆーち みえこ／絵 アリス館 Ｅ ／ エ ０～５さい向け

きょうからようちえん。ようちえんのバスがきた。えらいこっちゃ。ひとりでのるんだ。ぼくは、にげた！おとう

さん・おかあさんと離（はな）れて、ひとりで知らない世界へ一歩をふみだす年少（ねんしょう）さんの男の子

の一日です。だれだって最初（さいしょ）は失敗（しっぱい）ばっかり。応援（おうえん）してるから、がんばっ

て！

電子図書館ＨＰに

アクセスしてみてね。

こ
ん
な
本
が
読
め
る
よ
！

「ようこそぼくのおともだち」
野中 柊／作

あかね書房

K913 ／ ノナ

低学年から

「ビリーのすてきなともだち」
ブランチ ボウシンスキー／原作

竹下 文子／文

山田 花菜／絵

教育画劇

E ／ ヒ

０～５さい向け

「 電子図書館 」とは？

デジタル化資料を検索・閲覧できるサービ

スです。

●利用できる人

和泉市内に在住・在勤・在学の方で、青枠の和

泉市の図書館カードをお持ちの方

●貸出点数：３点まで

●貸出期間：１４日間

●貸出延長：１回

（次の予約者がいない場合のみ可）

●予約点数：３点まで

（取置期間は７日間です。期間が過ぎると自動

的に予約は取消されます。）

えほん よみもの


