
紙幣（しへい）の肖像（しょうぞう）はどのような基準（きじゅん）で選（えら）んでいるのでしょうか。怨霊（おんりょ
う）から学問の神さまに大転身した菅原道真（すがわらのみちざね）、日本を新時代へと導（みちび）いた岩倉具視（いわく
らともみ）など、お札（さつ）に描（えが）かれた２１人の業績（ぎょうせき）を紹介（しょうかい）します。

サッカー好き（ずき）のあおばの近所に、同学年の風花（ふうか）ちゃんと、2歳（さい）年上でダウン症（しょう）の実里
（みのり）ちゃんがひっこしてきた。実里ちゃんの障がい（しょうがい）にとまどったあおばも、だんだんふたりとなかよく
なる。そんなとき、友達（ともだち）の西野（にしの）が実里ちゃんの障がいにいやみを言い、風花ちゃんが怒（いか）って
…。

河合　敦／著
高学年向け

あすなろ書房 K ／281

お札に登場した偉人たち２１人

　　　■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

おふろのなかのジャングルたんけん

高田　由紀子／作 ゆうこ／絵
中学年向け

あかね書房 
　　　　　　　　　　

K 913 ／タカ

まつおか　たつひで／作　絵
３～５さい向け

 童心社

ハッピー・クローバー！

 E ／オ

よる、だいすけがおもちゃをもって、おふろにもぐっていくと、そこはジャングルのアマゾンがわのなか。だいすけがワニに
おそわれそうになったそのとき、カヌーにのったおとこのこ・アンドレアスがたすけてくれた。アンドレアスがかわにえさを
つけたはりをなげると、ピラニアがつれた！ジャングルにはみたこともないいきものがたくさんいて…。

いずみし

としょかんだより
２０２２．８月号

ＮＯ.１２４

pick up

1 2 3 4 5 6

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ

なんぶ

ほ くぶ

7 8 9 10 11 12 13

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

14 15 16 17 18 19 20

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

21 22 23 24 25 26 27

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ

にじ

ほ くぶ

28 29 30 31

にじ
なんぶ

いずみ



ひにち ばしょ

集会室１・２

集会室１・２

ひにち ばしょ

６（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

２０（土）
図書館入り口前

エントランス

２７（土）
地下１F

リハーサル室

ひにち

４（木）

１９（金）

ひにち

ひにち ばしょ

１４（日） 図書室内

おはなし会は、おやすみです。

イベントは、ほかにもいろいろあります。ポスターやホームページなどでもお知らせしています。

ないよう

※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

６（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室
絵本

「ひまわり」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

２１（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「『フルーツサンド』をつくろう」

（定員８名）

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 小学校　低学年

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「あかずきんちゃん」

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

１３（土）

こどもまつり・こども工作教室・えいごのおはなし会は、おやすみです。

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「ドラえもん」

じかん ぎょうじのなまえ

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「なつ」

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「ドラえもん」

２８（日）

えほん

よみきかせ隊（たい）

がやってくる！

YAコーナー
桃山学院大学児童文化研究会オズによる

絵本の読み聞かせや手遊びなど

７（日） おはなし会
１４：３０－１５：００ 小学校　高学年・中学生

１４：００－１４：２０

１５：００－１５：２０

すくすくタイム

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、８月４日（木）の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、中止となっております。また状況により、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。




  松丸　亮吾／ポケなぞ監修  石橋　研太／ポケなぞ制作



解放出版社

  E ／ナ

【ないよう】
こぐまのオリはおかあさんに、「いつまでぼくのおかあ
さんなの？」「いつまでぼくのことすき？」とききまし
た。すると、おかあさんは「いつまでもよ」といいまし
た。「いつまでも」というのはどんなかんじなのでしょ
う。それは、ずーっととおくて、みえないかんじ。おお
きなきがのびていくかんじ。よぞらにほしがひろがるか
んじで…。

【ないよう】
エラはひとりぼっち。小（ちい）さなふねにのり、深
（ふか）くてくらい海（うみ）にうかんでいます。海の
なかから「とまってはいけない、エラ」と、声（こえ）
がして、空（そら）にとどくほど大（おお）きななみ
が、エラをとりかこむようにわきおこりました。エラは
すすむゆうきがなかったけれど、いちわの鳥（とり）が
やってきて…。

安田　登／著

岩崎書店 K 913 ／キタ 亜紀書房 K 913 ／ヤス

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  ➡

アンナ　ピンヤタロ／さく　 俵　万智／やく ブリッタ　テッケントラップ／作 　三原　泉／訳

かげ／まんが 掛川花鳥園／監修 小宮　輝之／監修 眞形　隆之／著

ニャンパーのキャンプだよ！ 魔法のほね

北川　チハル／作  小林　ゆき子／絵

いつまでも なみのむこうに

【ないよう】
ニャンパーは、キャンプしながらたびするねこ。おかの
上の木のそばで、ニャンパーは「今日はここでキャンプ
しよう」と、リュックをおろしました。リュックには、
お気に入りのキャンプ道具（どうぐ）がいっぱいです。
テントをはりおえたニャンパーがたんけんにでかける
と、ベッドからおちたという、こねこみたいないきもの
のライライとであい…。

【ないよう】
授業中（じゅぎょうちゅう）に質問（しつもん）に答えら
れなくて落ち込（こ）んでいた小学５年生のたつきは、学
校の帰り道、真っ暗な路地の中に「見捨（みす）てられた
店」という不思議（ふしぎ）な骨とう店（こっとうてん）
を見つける。そこで手にした「オラクル・ボーン」（魔法
（まほう）のほね）は、３３００年以上（いじょう）前の
古代文字が刻（きざ）まれた未来（みらい）を予知するも
のだった…。

 主婦の友社  E ／イ  ＢＬ出版 

【ないよう】
私（わたし）たちの生活で毎日出るごみは、清掃（せい
そう）作業員が片（かた）づけ、運び、処理（しょり）
しています。でも、ごみのことを清掃作業員の人だけに
まかせ、自分の家の中がきれいになれば、あとは知らな
い、というだけでいいのでしょうか。ごみ清掃の仕事や
ごみ清掃を取り巻く（とりまく）社会、ごみ清掃と差別
（さべつ）などについていっしょに考えてみましょう。

K ／518

ゆるゆる怪鳥図鑑

学研プラス K ／488

 検索クイズヒラメキちゃんとケンサクくん

ポプラ社 K ／007

【ないよう】
検索力（けんさくりょく）を使ってクイズに挑戦（ちょ
うせん）！インターネットで調べる力を身につけること
ができるよう、ネット検索を使って答えを考えるように
作成（さくせい）された１００問のクイズがのっていま
す。キャラクターの会話の中に、検索するためのキー
ワードが書かれているので、それをヒントに答えにたど
り着いてね。

【ないよう】
世界一小さな鳥のマメハチドリ、握力（あくりょく）１
４０ｋｇのオウギワシ、世界一巨大（きょだい）な鳥の
ダチョウ…。ふしぎな怪鳥（かいちょう）たちの日常
（にちじょう）を、オールカラーの４コママンガととも
に楽しく紹介（しょうかい）。「絶滅（ぜつめつ）した
巨大怪鳥」といったコラムものっています。

 小学館 K ／798

【ないよう】
ポケなぞは、なぞときトレーナー・マツマルがつくっ
た、ポケモンの名前を当てるナゾトキ。テレビアニメ
「ポケットモンスター」のコーナーで出題された５０問
と、オリジナルの６問のポケなぞがのっているよ。
ちょっと難（むずか）しいものもあるけれど、ヒントも
あるから、注意力や観察力（かんさつりょく）を働（は
たら）かせて解（と）いてみよう！

ごみ清掃のお仕事 ひらめきゲット！Ｌｅｔ’ｓポケなぞ！！

押田　五郎／著



     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 ■

す～べりだい
 鈴木　のりたけ／作　絵

ＰＨＰ研究所
３～５さい向け

■ よみもの ■

ねこの町の本屋さん 
 小手鞠 　るい／作 くま　あやこ／絵

  講談社
低学年から

■ じつよう ■

ジュニア空想科学読本１
 柳田　 理科雄／著　藤嶋　マル／絵

KADOKAWA
高学年から

８月のこんな本（テーマ：おばけ）

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

★図書館スタッフがオススメするえほん★ 木坂 涼／ぶん 辻 恵子／え 福音館書店

かげはどこ Ｅ／カ（Ｅ／キ） ３～５さい向け

「ふだんの生活（せいかつ）のなかで、かげはどのようにみえるのか」がテーマになっています。理科（り

か）のよみもののようなテーマですが、光（ひかり）やかげについての直接（ちょくせつ）の説明（せつめい）

はありません。主人公（しゅじんこう）であるこどもの体験（たいけん）として、かげの形（かたち）の変化（へ

んか）が、ありのままに描（えが）かれています。自分（じぶん）のかげを観察（かんさつ）してみたくなるえ

ほんです。

おばけえん
最上 一平／作

カワダ クニコ／絵

教育画劇

E ／オ（おばけ）

３～５さい向け

オバケ屋敷にお引っ越し
富安 陽子／作 たしろ ちさと／絵

ひさかたチャイルド

K913 ／トミ

中学年から


