
しょうぼうしは、かじのひをけしたり、ひとをたすけたりして、みんなのあんぜんをまもるしごとをしているひと。かじのげ
んばで、どんなふうにひをけすのか、くんれんのようすをしょうかい。しょうぼうしのふくのひみつや、かじがないとき、
しょうぼうしが、しょうぼうしょでどんなしごとをしているのかもおしえます。

校庭をひとりでうろうろと歩き回ったり、ねそべったりする男の子、ジョーイ。ある日、エイプリルはジョーイが足で校庭に
巨大（きょだい）な絵をかいていることに気がつく。そんなジョーイを、そっと見守るエイプリルだが、ひょんなことから絵
のことが学校中にしれわたり、ジョーイにとんでもない依頼（いらい）がまいこみ…。

低学年向け
ひさかたチャイルド K ／ 317

かっこいいなしょうぼうし

　　　■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

コロッケころくまくん　：こんがりおいしくなれるかなの巻

シェリー　ピアソル ／ 作 　久保　陽子 ／ 訳 　平澤　朋子 ／ 絵
高学年から

童心社 
　

K 933 /ヒ

志村  まゆみ ／ 作  絵
0～５さい向け

教育画劇

空から見える、あの子の心

 E ／ コ

マッシュポテトからうまれたころくまくん。あるいていると、おいしそうなこんがりとしたいろの、えびフライせんにんさま
にであいました。ころくまくんも、おいしそうないろになりたいと、こむぎこのあらしをとおりぬけ、ときたまごのいけにと
びこみ、きびしいしゅぎょうをつづけますが…。ころくまくんのねがいはかなうかな？

いずみし

としょかんだより
２０２２．5月号

ＮＯ.１２1

pick up
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にじ
なんぶ

いずみ
プラザ

なんぶ

ほくぶ

8 9 10 11 12 13 14

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

15 16 17 18 19 20 21

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

22 23 24 25 26 27 28

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ

にじ

ほくぶ

29 30 31

にじ
なんぶ

いずみ



ひにち ばしょ

７（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

１5（日） 集会室１

ひにち ばしょ

７（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２１（土）
図書館入り口前

エントランス

２８（土）
地下１F

リハーサル室

ひにち

５（木）

２０（金）

ひにち

１４（土）

ひにち ばしょ

８（日） 図書室内

８（日） おはなし会
１４：３０－１５：００ 小学校高学年・中学生

１１：００－１１：３０ えほんのひ ０才から

１１：００－１１：３０ 小学校低学年

※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

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

７（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室
絵本

「さんかくならんで」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

１１：００－１１：３０ おはなし会 「どうぶつ」

１５（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「おはなさいた」

（定員８名）

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 「未定」

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 「あやめ」

１４：００－１４：３０ えいごのおはなし会 「はらぺこあおむし」

こども工作教室はお休みです。

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「３びきのこぶた」

１４（土）
１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「あやめ」

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「でかけよう」

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



学研プラス K ／ 519

【ないよう】
まるで本物！？身近にあるものや、ホームセンター・
100円ショップで手に入るものでつくれるガチャガチャ
マシーンとクレーンゲームを紹介（しょうかい）し、つ
くり方を写真やイラストで説明（せつめい）します。景
品（けいひん）にも使えるプラバンの昆虫標本（こん
ちゅうひょうほん）、早くできるかんたんな工作「ス
マートウォッチ」などものっています。

【ないよう】
気候変動（きこうへんどう）が止まらなくなり、住める
場所が少なくなる！？きれいな水や空気が手に入らなく
なる！？地球や人類（じんるい）の「危機（きき）」に
ついて、イラストを用いて解説（かいせつ）。また、危
機の原因（げんいん）や、人々が危機をどう回避（かい
ひ）しようとしているか、危機を回避できた場合の将来
（しょうらい）も紹介（しょうかい）します。

K ／ 375

【ないよう】
ふだんは見えないけれど、骨（ほね）はからだの大切な
器官（きかん）。それは、ヒトだけでなく、イヌや鳥、
クジラ、カエルなど、多くの動物にとってもおなじで
す。地球最大（さいだい）の骨、最小（さいしょう）の
骨はなんでしょう？いろいろな動物の骨をスケスケのイ
ラストで紹介（しょうかい）してそのひみつにせまる、
こわくない骨の本。

【ないよう】
早くみんなと音を合わせたい！ジャズに魅（み）せら
れ、高校ビッグバンドの全国大会で5年連続（れんぞ
く）グランプリを受賞（じゅしょう）したことのある名
門高校へ入学した拓人（たくと）。しかし、コロナ禍
（か）でなかなか練習ができず…。静岡（しずおか）か
ら兵庫（ひょうご）の高校にやってきたトランぺッター
の感動ストーリーなど、心が元気になる部活ストーリー
全5話を収録（しゅうろく）。

ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう 地球の危機図鑑

いしかわ  まりこ ／作 福士  謙介 ／監修

【ないよう】
カカオの町にくらす、板チョコのクーちゃんと、なかよ
しのぎんがみちゃん。カカオの町に春いちばんの風がふ
いた日、ぎんがみちゃんにおくりものをすることを思い
ついたクーちゃんが道を歩いていると、見なれないまっ
白な花を見つけて…。四季（しき）を通じてくりひろげ
られる、ふたりのたのしいお話を収録（しゅうろく）。

【ないよう】
2年３組の教室。歌がとくいなしおりは、元気に歌いま
す。ところが、きょうの音楽のじかんは、声がうらが
えったり、音がはずれたり。しおりは、きのう見知らぬ
お姉さんにもらった光る葉（は）っぱを思い出し、しお
りをわらいものにしたまこちゃんのつくえの上において
帰ると、つぎの日、まこちゃんは、ほうこうオンチに
なってしまい…。

福音館書店  E ／ ス ＰＨＰ研究所  E ／ ハ

【ないよう】
かあさんがかいものにでかけたとたん、きょうもまた、
てんじょうからこザルたちがつぎつぎとおりてきて、く
つみがきをはじめた。おしいれではナマケモノたちが、
ふとんにもぐりこんでいて、だいどころではペンギンが
れいぞうこをあけてすずんでいる。カピバラやパンダ、
クジラやワニもあらわれて…。

【ないよう】
ばなしくんは、かたづけがにがてなおとこのこ。なんで
もそのままにしちゃうから「ぱなしくん」とよばれてい
ます。おかあさんに、「こんなにちらかしていると、
ごっちゃおばけがやってくるわよ」といわれても、きに
しないぱなしくん。そのひのよる、どこからか、ふしぎ
なおとがきこえてきて…。

おおぎやなぎ  ちか ／作 つじむら  あゆこ ／絵

岩崎書店 K 913 ／ キタ 文研出版 K 913 /オオ

ずんずんばたばたおるすばん ぱなしくん

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  ➡

ねじめ  正一 ／文　 降矢  なな ／絵 柴田  ケイコ ／作 絵

汐文社 K ／ 750

化学同人 K ／ 481 ポプラ社

青木　美帆　他 ／文

ほねほねアニマルボーン 青春サプリ。

アンナ　クレイボーン ／作 橋本　あゆみ ／訳 中島　保寿 ／監修

クーちゃんとぎんがみちゃん オンチの葉っぱ  ららららら

北川  佳奈 ／作 くらはし  れい ／絵



     本のしょうかいぶんは、＜ＴＲＣ－ＭＡＲＣ＞をさんこうにしています。 ホームページ：http://www.library.izumi.osaka.jp

      こどもの電子図書館
で ん し と し ょ か ん

　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

 

■ えほん ■

「ぐーぐーぺこぺこ 」
中村  陽子 ／作 絵

岩崎書店
３～５さい向け

■ よみもの ■

「ふたりユースケ 」
三田村  信行 ／作 大沢  幸子 ／絵

 理論社
中学年から

■ じつよう ■

「漫画君たちはどう生きるか」
 吉野  源三郎 ／原作　 羽賀  翔一 ／漫画

 マガジンハウス
高学年から

５月のこんな本（テーマ：おでかけ）

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
！

「 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

「みらいのえんそく」
ジョン ヘア／作

椎名 かおる／文

あすなろ書房

E ／ ミ

３～５さい向け

「本屋のミミ、おでかけする！」
森 環／作

あかね書房

K913 ／ モリ

低学年から

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 「アネモネ戦争」

上村 亮太／作 ＢＬ出版 Ｅ ／ウ 低学年から

きれいなアネモネという花をひとりじめしたいと思い、戦争（せんそう）をした王様。土地が荒れ

果て（あれはて）だれもいなくなり、人々はだまりこむようになり、戦争について考えることをや

めてしまいました。ある日、いなくなった人に呼（よ）びかけている人がいました。だんだんと

「呼びかける人」が増（ふ）えて・・・。平和をねがう気持ちが伝わる絵本（えほん）です。


