
海の王者でありながら、深海では謎（なぞ）につつまれた存在（そんざい）のサメ。浅海（せんかい）から深海まで、生息す
る海域別（かいいきべつ）にピックアップし、サメの特徴（とくちょう）をわかりやすく解説（かいせつ）。最新（さいし
ん）の研究からサメの生態（せいたい）の謎（なぞ）と生命の不思議（ふしぎ）に迫（せま）ります。

秀才（しゅうさい）の李徴（りちょう）は、平凡（へいぼん）な役人の仕事に満足（まんぞく）出来ず、詩で名を上げようと
するも失敗（しっぱい）。復職（ふくしょく）した時には、すでに友人は出世していた。自尊心（じそんしん）と羞恥心
（しゅうちしん）のために人と交わる事が出来ない李徴は、自分に苦しみ、虎（とら）になってしまい…。唐（とう）の時代
の中国のお話。

中野　富美子／構成　文　 藤原　義弘／監修
中学年から

あかね書房 K ／487

謎！最驚！世界のサメ超図鑑

　　　■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

ふっと…

中島　敦／著　ぺぺ／画
高学年から

文研出版
　

K 913 ／ナカ

内田 麟太郎／文　松成 真理子／絵
０～５さい向け

BL出版

山月記

 E ／フ

ふっとはなをのばしたゾウは、くもにぶらさがりました。まちにそびえるビルは、ふっとふじさんのうえでよこになります。
うみをわたっていたトリが、ふっとでんせんにならびました。それをみていたペンギンも、ふっとまねっこをして、でんせん
にならび…。ページをめくると、おもいがけないことがあるえほん。

いずみし

としょかんだより
２０２２．10月号

ＮＯ.１２6

pick up

1

2 3 4 5 6 7 8

にじ
なんぶ

いずみ
プラ ザ

なんぶ

ほくぶ

9 10 11 12 13 14 15

にじ
いずみ
なんぶ

プラザ
ほくぶ

16 17 18 19 20 21 22

にじ
なんぶ

いずみ
プラザ
ほくぶ

23 24 25 26 27 28 29

にじ
なんぶ

いずみ
プラ ザ

にじ

ほくぶ

30 31

にじ
なんぶ



ひにち ばしょ

１（土） 集会室１・２

１６（日） 集会室１・２

２２（土） 集会室１・２

ひにち ばしょ

１（土） ３Ｆ学習室１ＡＢ

１５（土）
図書館入り口前

エントランス

２２（土）
地下１F

リハーサル室

ひにち

６（木）

２１（金）

ひにち

８（土）

ひにち ばしょ

９（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

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１（土）

１０：３０－（０～３才）

おはなし会 和室
絵本

「おべんとうバスのかくれんぼ」ほか

（定員各回１０名）１１：００－（幼児～大人）

１６（日） １０：００－１１：３０ おやまのがっこう
ハロウィンこうさく「ミイラおとこのおかしいれ」

（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。

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１１：００－１１：３０ おはなし会 「スポーツ」

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

１０：３０－１２：００ おりがみ教室 「鳥」

１１：００－１１：３０ おはなしかい 「当日のおたのしみ」

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

「ハロウィン」

１５：００－１６：００ こどもまつり 人形劇「おおかみと七ひきのこやぎ」

おりがみ教室・おうたのひは、お休みです。

１０：３０－１２：００ こども工作教室 「割りばし鉄砲」

１５：００－１６：００ こどもまつり 「未定」

えほんのひ

じかん ぎょうじのなまえ ないよう

１４：００－１４：３０ えいごのおはなし会

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。

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。



ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ／著

 世界文化ブックス

  E ／モ

【ないよう】
にわでおしゃべりしている、リゼッテとトカゲのボビ。
「これからうそをつきにいかない？」「いいねえ、たの
しそう！」。ふたりが「すごいうそ」をつきにでかける
と、むこうからゾウのポポフがやってきました。「なに
しにいくの？」ときかれたふたりは「バカンスだよ！す
てきなところにたびしにいくの」と、うそをつきます
が…。

【ないよう】
わたしは、マーベル。６さいのおんなのこ。パパはてん
ごくにいってしまったから、ママと８にんのきょうだい
は、ふかい森（もり）のおくにある、ちいさなこやにす
むことになったの。わたしたちかぞくは、きらきらひか
るあめをみつめ、森のこみちをあるき、きいちごやブ
ルーベリーをあつめてジャムをつくったり、たのしくく
らして…。

なかがわ　ちひろ／作　絵

 ＰＨＰ研究所 K 913 ／ササ  徳間書店 K 913 ／ナカ

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  ➡

カタリーナ　ヴァルクス／作　ふしみ　みさを／訳  エリザ　ウィーラー／作　ひらお　ようこ／訳

  春間　豪太郎／著
  藤田　利江／監修　国土社編集部／編集

   ミステリー部が謎を解かせてもらえない やまの動物病院

ささき　かつお／著

リゼッテうそをつきにいく 森のなかの小さなおうち

【ないよう】
歴史（れきし）部とミステリー部は廃部寸前（はいぶす
んぜん）。先生から、「部を存続（そんぞく）させるた
めに謎解き（なぞとき）をしてみろ」と渡（わた）され
た歴史書を開くと、歴史部のクラトに歴史人物が憑依
（ひょうい）！？ミステリー部のソウタと、新入生のユ
イは、歴史人物とともに、学校の謎を解くことに…。

【ないよう】
まちの動物病院（どうぶつびょういん）のまちの先生
は、町の動物たちのおいしゃさん。大きなとらねこのと
らまると、いっしょにくらしています。とらまるは、夜
になってまちの先生がねむったあと、「やまの動物病
院」をひらいて、山の動物たちの病気（びょうき）やけ
がをみてやっていました。ある夜、こまった患者（かん
じゃ）がやってきて…。

クレヨンハウス  E ／リ 工学図書

【ないよう】
地球が直径（ちょっけい）１００ｃｍだったらどうな
る？太陽は東京ドームぐらいの大きさ、富士山（ふじさ
ん）は０．３ｍｍ、飛行機（ひこうき）は地上１ｍｍの
高さを飛（と）ぶ、飲み水はスプーン１杯（ぱい）ほ
ど…。地球全体が見えると、いま環境（かんきょう）が
どうなっているのか実感することができます。親子で
いっしょに地球環境を考えてみましょう。

K ／519

自由を求めて冒険へ！

 日本標準 K ／294

図書館たんけん １ 

 国土社 K ／010

【ないよう】
図書館は、学習を応援（おうえん）してくれる宝箱（た
からばこ）のような場所。図書館のひみつを知って、
じょうずに活用しましょう。学校図書館のようす、本の
分類（ぶんるい）のルール、図書委員の活動、学校司書
（がっこうししょ）さんの仕事、公共図書館（こうきょ
うとしょかん）での本のさがし方・借り方（かりかた）
などを、写真やイラストといっしょに紹介（しょうか
い）します。

【ないよう】
暴れん坊（あばれんぼう）のロバと１０００キロの冒険
（ぼうけん）？羊や犬とマイナス１４度の山で野宿？
“動物といっしょに野宿旅”という冒険に挑戦（ちょう
せん）し続（つづ）ける春間豪太郎（はるまごうたろ
う）さんが、個性的（こせいてき）な動物やいろいろな
人々との出会い、時には危険（きけん）なトラブルも発
生する冒険の世界を紹介（しょうかい）します。

ＫＡＤＯＫＡＷＡ K ／811

【ないよう】
漢字の使い分けクイズ、簡単（かんたん）なのに読めな
い漢字クイズ、知識（ちしき）と頭の柔（やわ）らかさ
が試（ため）される漢字パズル…。
ＱｕｉｚＫｎｏｃｋが、やさしいものから超難問（ちょ
うなんもん）まで、２４０問以上（いじょう）の漢字ク
イズ・漢字パズルを出題。メンバーへのスペシャルイン
タビューものっています。

地球がもし１００ｃｍの球だったら(子どもＳＤＧｓ版) ＱｕｉｚＫｎｏｃｋクイズで学ぶ漢字の世界 

永井　智哉／文　木野　鳥乎／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：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 ■

あんなにあんなに
 ヨシタケ  シンスケ／著

 ポプラ社
3～5さい向け

■ よみもの ■

ゆくぞ、やるぞ、てつじだぞ！
 ゆき／作 かわい  みな／絵

  朝日学生新聞社
高学年から

■ じつよう ■

部首から知る漢字のなりたち
 落合　淳思／監修

理論社
低学年から

１０月のこんな本（テーマ：どうぶつ）

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★ 鈴木 まもる／文 絵 あすなろ書房

戦争をやめた人たち E ／セ 中学年から

１９１４年、戦い（たたかい）を終えたクリスマスイブの夜、ドイツ軍から「きよしこのよる」の歌が聞こえてき

ました。それを聞いたイギリス軍も同じ歌を歌い、その後もクリスマスの歌を歌い合い、翌日（よくじつ）敵同士

（てきどうし）の兵士（へいし）一人ずつが出てきて「メリークリスマス」と言って握手（あくしゅ）をしました。

１００年前に本当にあったお話です。

ぼくは犬や
ペク ヒナ／作

長谷川 義史／訳

ブロンズ新社

E ／ホ

０～５さい向け

名作古典にでてくるどうぶつの

不思議なむかしばなし
福井 栄一／〔訳〕著

三本 桂子／絵

汐文社

K9１3 ／フク

中学年から


