
デビ　ミチコ　フローレンス／作 　メラニー　デマー／絵 　くまがい　じゅんこ／訳
中学年向け

あかね書房 
　

K 9３3 ／フ

マグナス　ウェイトマン／作 　のざか　えつこ／訳
3～５さい向け

ひさかたチャイルド

やんちゃ犬おおさわぎ！

 E ／ ア

かわでみずあそびをしていたウサギのミミ。たいへん！おもちゃのアヒルがながれていっちゃう！ミミとププとペペはボート
をだしておいかけるが…。さあ、アヒルちゃんをさがすたびにでかけよう。ふかいもり、みどりのまきば、おおきなみずうみ
など、ミミたちはいろんなところへいくよ。ほんのはじめにのっているどうぶつたちも、さがしてみてね。

　　　■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

アヒルちゃんまって！ 

どうして小麦粉（こむぎこ）がふわふわのパンになるの？蒸（む）したダイズが、ネバネバの納豆（なっとう）になるのは、
なぜ？なんで、おならはでるのかな？それはね、さまざまな種類（しゅるい）の微生物（びせいぶつ）が活躍（かつやく）し
て「はっこう」が起きているからだよ。小さな生物たちがはたらく世界を、のぞいてみよう。

カイタは動物がすきな８歳（さい）の女の子。保護犬（ほごけん）のトルーマンを、しばらくお世話することになった。やん
ちゃなトルーマンの世話は思った以上（いじょう）に大変（たいへん）。にぎやかな毎日をおくるうちに、カイタはトルーマ
ンのことが大すきになった。けれど、トルーマンに一生の家が見つかれば、お別（わか）れしなければならなくて…。

小川　忠博／写真　文 　横山　和成／監修
中学年向け

あすなろ書房 K ／ 588

はっこう

いずみし

としょかんだより
２０２２．７月号
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31



ひにち ばしょ

２（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

１７（日） 集会室１・２

２３（土） 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

１０：３０－１２：００ こども工作教室

イベントじょうほう
                 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）

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

９（土）
１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「あさがお・かえる」

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「未定」

１４：００－１４：３０ えいごのおはなし会 「海の生き物」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「ぐりとぐら」

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 「あさがお・かえる」

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

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 ０才からえほんのひ

「のりもの」

１７（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「かざぐるま」

（定員８名）

「キラキラシャボン玉」

※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

２（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室
絵本

「とまとさんのあかいふく」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

１１：００－１１：３０ おはなし会

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



【ないよう】
投げられたフリスビーを空中でジャンピング・キャッ
チ！フリスビードッグ大会に“彗星（すいせい）”のよ
うに現（あらわ）れた“ハカセ”は、処分（しょぶん）
される予定のわずか３時間前というぎりぎりのところで
命が救（すく）われた犬でした…。九死に一生を得
（え）た殺処分対象犬（さっしょぶんたいしょうけん）
“ハカセ”の物語。カラー写真もたくさんのっていま
す。

K ／ 645

理系の職場（りけいのしょくば） １

同友館 K ／ 407

ぼうさい

学研プラス K ／ 369

【ないよう】
しぜんがあばれておこってしまうのが「さいがい」。
「こわい！」とおもったとき、どうすればいいんだろ
う。「うわさをすぐにしんじないようにしよう」「水に
ながされたら、うごかないものにつかまろう」など、じ
ぶんでじぶんをまもれるように、「おまもりルール」を
教えるよ。

【ないよう】
警察（けいさつ）のなかで刑事事件（けいじじけん）の
捜査（そうさ）や取り調べをおこなう刑事部に所属
（しょぞく）する「科学捜査研究所」。現場（げんば）
の遺留品（いりゅうひん）などを分析（ぶんせき）する
さまざまな鑑定室（かんていしつ）のしごとを、そこで
働（はたら）く人のインタビューとともに紹介（しょう
かい）します。

尾澤　美祝／文　絵 西島　三重子／文　はせがわ　ゆうじ／絵

こどもくらぶ／編山村  武彦／監修　ｔｈｅ  ｒｏｃｋｅｔ  ｇｏｌｄ  ｓｔａｒ／絵

トントンとリッキのかいぞくせん コカチン

やえがし　なおこ／作 　松成　真理子／絵

まどべのねこ ふたごパンダのこころコロコロ

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  ➡

【ないよう】
山のふもとに、小さないえがあります。くまの子トント
ンが、おとうさん、おかあさん、おにいちゃんといっ
しょにすんでいます。となりのおうちに、くまの子リッ
キがひっこしてきました。かいぞくじまのはなしをする
リッキに、トントンはびっくり。ふたりは、なかよくな
れるかな？

【ないよう】
世界一の大帝国（ていこく）・モンゴル帝国の姫（ひ
め）でありながら、きびしいさだめに立ち向かうコカチ
ン。生きる道も過酷（かこく）なら、船の旅も危険（き
けん）だらけ。行く手に待つのは、荒（あら）ぶる海賊
（かいぞく）、鬼女（きじょ）のすむ島、魔物（まも
の）にとりつかれた海。少女の運命は…！？

文芸社  E ／マ 中央公論新社   E ／フ／小型

【ないよう】
ねこのたむのおきにいりのばしょはテーブルのまどべ。
そこはおちゃずきのおくさんのおきにいりでもありまし
た。テーブルでは、しばしばおちゃかいがひらかれま
す。はじめ、おくさんはテーブルにやってくるたむをし
かっていました。たむはおきにいりのまどべにいきたく
てしかたありません。そこで、おくさんはたむと、ある
やくそくをして…。

【ないよう】
ふたごのパンダは、あったかいひだまりで、きょうもこ
ろんころん。こころがあったかくなったら、それはい
ま、しあわせってこと。どうしてもみたいものがある。
どうしてもいきたいばしょがある。まよったときはかん
がえよう。どっちをえらべば、こころがあたたかくなる
か。せなかにふうせんをつけたパンダは、おかあさんの
もとからとびたって…。

佐和  みずえ／作　トミイ  マサコ／絵

 講談社 K 913 ／ヤエ 静山社 K 913 ／サワ

 西東社 K ／ 754

【ないよう】
１枚（まい）の紙ですごい作品をおろう！サンタクロー
ス、ほうきにのるまじょ、ステゴサウルス、星かざりな
ど、「ちょっとムズカシイ＝ちょいムズ」おりがみをレ
ベル別（べつ）に紹介（しょうかい）。むずかしい工程
（こうてい）は「チャレンジポイント」として写真でて
いねいに解説（かいせつ）します。

保護犬の星フリスビー犬ハカセ
（ほごけんのほしフリスビードッグはかせ） 頭がよくなる！ちょいムズおりがみ 

西松　宏／作 山田　勝久／著　 篠原　菊紀／脳科学監修

ハート出版



     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：https://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 ■

「ぼくはわるくない！」
はしだて　えつこ／作　絵

銀の鈴社
０～５さい向け

■ よみもの ■

「てのひら島はどこにある 」
 佐藤　さとる／作 池田　仙三郎／絵

 理論社
低学年から

■ じつよう ■

「わくわく手芸部 １」
 ミカ・ユカ／著

誠文堂新光社
高学年から

７月のこんな本　～テーマ：冒険（ぼうけん）～

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

★図書館スタッフがオススメするほん★ 「クイズで学ぼう季語の世界」

齋藤 孝／著 ＮＨＫ出版 Ｋ／９１１ 高学年向け

季語（きご）を楽しむ本です。季語は俳句（はいく）に使われる、季節（きせつ）をあらわすことばです。「花火」

や「雪女」は、どの季節のことばでしょうか？「鎌鼬（かまいたち）」は、冬の季語ですが、何のことなのでしょう

か？よくわかる解説（かいせつ）には、楽しい豆知識がいっぱい！おもしろくてためになるよみものです。俳句づく

りにもチャレンジしてみてくださいね。

「ぼくといっしょに」
シャルロット デマトーン／作

野坂 悦子／訳

ブロンズ新社

E ／ホ

０～５さい向け

「山のうらがわの冒険」
みお ちづる／作 広瀬 弦／絵

あかね書房

K913 ／ ミオ

高学年から


