
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　こがしわ　かおり／作

低学年から
あかね書房 

　　　　　　　　　　　
　　　　　K 913 ／

広瀬　克也／作
３～５さい向け

 教育画劇

せんたくかごのないしょのはなし

 E ／ヒ

わたしががっこうからかえると、さきにかえっていたおにいちゃんがゲームをしていた。ママはかいものにいったみたい。お
にいちゃんとふたりでるすばんしていると、カミナリがピカッとひかってドーンとおちた。そのとき、おにいちゃんがあそん
でいたゲームのなかから、おばけニンジャがあらわれて…。

　　　■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

ピカッゴロゴロニャー！

中村哲（なかむらてつ）先生はお医者さん。長い間、日本から遠く離（はな）れた場所でたくさんの人の病気を治療（ちりょ
う）し、命を救（すく）ってきました。また、アフガニスタンで、水不足（みずぶそく）が原因（げんいん）で病気になる人
を見てきた先生は、自ら井戸（いど）を掘（ほ）り、水路を作って多くの人に水を届（とど）けました。そんな哲先生の物語
を伝（つた）えます。

サボンはせんたくかごをかかえて、ママのおてつだい。なぜだかサボンは、このふるくておおきなせんたくかごがすきなんで
す。でも、サボンのくつしたがかたほうみつかりません。サボンがくつしたをさがして、せんたくかごをのぞいていたら、つ
むじかぜがふいて、とばされてしまいました。きがつくと、サボンはおせんたくのくににいて…。

松島　恵利子／著
高学年から

汐文社 K ／289・K R／289

中村哲物語

いずみし

としょかんだより
２０２２．９月号

ＮＯ.１２５

pick up

1 2 3
プラ ザ

なんぶ

ほくぶ

4 5 6 7 8 9 10

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

11 12 13 14 15 16 17

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

18 19 20 21 22 23 24

にじ
いずみ
なんぶ

プラ ザ

にじ

ほくぶ

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

３（土） 集会室１・２

集会室１・２

集会室１・２

１８（日） 集会室１・２

ひにち ばしょ

３（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１７（土）
図書館入り口前

エントランス

２４（土）
地下１F

リハーサル室

ひにち

１（木）

４（日）

１６（金）

ひにち

１０（土）

ひにち ばしょ

１１（日） 図書室内

えほんのひ

１０（土）

１４：３０－１５：００ おうたのひ 「９月のうた」

こども工作教室は、おやすみです。

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

絵本とおはなしの時間

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 「こま・しゅりけん」

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「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

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「こま・しゅりけん」

１１：００－１１：３０ おはなしかい 「当日のおたのしみ」

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

１４：３０－１４：４５ 小学生以上

１１：００－１１：３０ ０才から

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「やさい」

１８（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
こうさく「ハコニワどうぶつえん」

（定員８名）

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。

※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

３（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室
絵本

「たべものだーれ？」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

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、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。



【ないよう】
「おいしーい！」と宇宙飛行士（うちゅうひこうし）・
野口聡一（のぐちそういち）さんが宇宙から食レポした
「サバ缶（かん）」をつくったのは、高校生たちだっ
た！ＪＡＸＡ認証（にんしょう）宇宙食「サバ缶」をつ
くった高校生たちと支（ささ）えてきた大人たちの、山
あり谷ありの１４年を描（えが）く。

K ／667

おうちサイエンス

 ワニブックス K ／407

ツッコミ！日本むかし話

 自由国民社 K ／104

【ないよう】
「桃太郎（ももたろう）」は、なんで「桃」なの？「太
郎」って何？イヌ・サル・キジはなぜきびだんご一つで
鬼退治（おにたいじ）に行ったの？おなじみのむかし話
をツッコミながら「自分で考える力」を身につける本。
「ここ、変（へん）だぞ？」とモヤモヤしたら、立ち止
まって、答えを急がず、いろんな角度から「ここ変」を
考えてみよう。

【ないよう】
サイエンスエンターテイナーといっしょに、おうちで
レッツサイエンス！「光るスライムを作ろう」「３つの
色から何通りもの色を作り出そう」「かくされた文字を
解読（かいどく）しよう」「しゅわしゅわなラムネを作
ろう」など、楽しい２０の実験（じっけん）を紹介
（しょうかい）。たくさんの写真で実験の手順（てじゅ
ん）をわかりやすく説明（せつめい）します。

成美堂出版 K ／795

【ないよう】
古くから伝わるゲーム、囲碁（いご）。ルールの基本
（きほん）から強くなるポイントまで、ニャンコ名人と
囲碁初心者（いごしょしんしゃ）のみーくんといっしょ
に、実際（じっさい）の対局の形に即（そく）して、
オールカラーでわかりやすく説明（せつめい）します。
自分で考える問題形式のケースなどものっています。

宇宙食になったサバ缶 じぶんでよめるはじめての囲碁

小坂　康之／著　別司　芳子／著　早川　世詩男／装画　挿絵


たいっちゃん／さく　え　 はせがわ　さとみ／ぶん 新井　洋行／作　絵

  五十嵐　美樹／著  大竹　稽／著　いとう　みつる／絵

ねことわたしのまほうの日 あたしとひぐっちゃんの探偵日記

かわしま　えつこ／作  おくはら　ゆめ／絵

おさんぽスシトレイン へんてこはやくちことば 

【ないよう】
まいは、てつぼうがにがて。体育（たいいく）がある日
は学校へいきたくありません。あるまん月の夜、まいは
「ねこは、てつぼうがなくていいな。わたし、ねこのク
ウになりたい」とおもいました。するとそのよく朝、ま
いが目をさますと、まいのからだはねこのクウといれか
わってしまっていて…。

【ないよう】
公園で親友あんなの相談にのっていた小学５年生のみず
きは、怪（あや）しげな男に出会う。夏なのにコートを
着た金髪（きんぱつ）ロングヘアの男は、みずきの亡
（な）くなった父の兄で探偵（たんてい）だという。あ
んながピアノ教室でテディベアどろぼうの濡れ衣（ぬれ
ぎぬ）を着せられたという話をこっそり聞いていた男
は、自分が解決（かいけつ）してやろうと言い出し…。

３０３　ＢＯＯＫＳ  E ／オ　小型 小峰書店

新
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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  ➡

羽根　直樹／監修

小学館 

  E ／ヘ

【ないよう】
えび、いくら、たまご、まぐろ、うに、いか、てっかま
き。スシトレインのしゅっぱーつ。どこへ、いくのか
な？ゆのみのとんねるをくぐって、おしょうゆのいけを
わたります。あっ！わさびこぷたーだ。「みんなをから
くしちゃうぞー」からいのはまだいらないみんなは、も
のかげにかくれます。すしおけでひとやすみして…。

【ないよう】
ぼくは、でんしゃやえきのマークだよ。いつもだまって
いるけれど、たまにはたくさんしゃべりたい！いくよ、
へんてこはやくちことば！でんしゃごとごとみごとご
と。あわせてごとごとむごとごと。うまくいえたかな？
いろんなマークといっしょに、はやくちことばをいって
みよう！

櫻井　とりお／著

 ポプラ社 K 913 ／カワ 小学館 K 913 ／サク



     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 ■

にこにこぎゅっ
 ひだの　かな代／え　ぶん

中西出版
０～５さい向け

■ よみもの ■

竜が呼んだ娘 
 柏葉  幸子／作 佐竹  美保／絵

  朝日学生新聞社
中学年から

■ じつよう ■

こぎつねチロンの星ごよみ
 日下　熊三／作　絵

誠文堂新光社
中学年から

9月のこんな本（テーマ：はこぶ）

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★ ペットの専門店コジマ／監修 入門百科＋編集部／編

ペットの飼い方入門 小学館 Ｋ／６４５ 中学年から

はじめてペットを飼（か）うときにぜひ読んでほしい本です。おうちで飼える犬や猫（ねこ）、ハムスターや小

鳥など動物の毎日の世話や食事、しつけの仕方や病気の対処方法（たいしょほうほう）などについて、わかりや

すく解説（かいせつ）しています。家族の一員として楽しく過（す）ごせるように、おうちの人にも教えてあげ

てください。

つみつみでんしゃ
薫 くみこ／作

かとう ようこ／絵

ひさかたチャイルド

E ／ツ（しかけ）

０～５さい向け

風がはこんだ物語
ジル ルイス／文 ジョー ウィーヴァー／絵

さくま ゆみこ／訳

あすなろ書房

K9３3 ／ル

高学年から


