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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の事項にご協力をお願いします。 

・検索、閲覧、貸出等の際は、他の方と距離を空けてください。 

・発熱、咳等の症状がある場合は来館をご遠慮ください。 

・滞在時間短縮にご協力お願いします。 

・マスク着用の上、ご来館ください。 

民話の語りと 

読書の森バックヤードツアー 

8月3日（水）10：00～11：30  

場所：読書の森 

対象：どなたでも 

   ※民話の対象は小学生高学年以上 

定員：25名 

申込：7月22日（金）9：00～ 

   読書の森カウンター、電話にて受付 

 

図書館をつかった調べる学習ミニ 

8月21日（日）・22日（月） 

14：00～16：00 

場所：読書の森 3階ボランティアルーム 

対象：小学生（３年生以上） 

   ※付き添いなし。1人で参加できる人 

定員：各回５名 

申込：8月5日（金）9：00～ 

   読書の森カウンター、電話にて受付 

サポート日：8月25日（木）14：00～16：00 

 



資料展示 

8月 9月 
●１階北側エレベーター前 

【旅を読む.風を読む. 

       景色を読む.】 
本を読んで旅の世界に入りませんか。 

その土地の風や香りを感じられる本を集めてみ

ました。 

昭文社 

 

●３階吹き抜け前 

【やさいのひ】 

８月31日はやさいの日です。読んでみて楽し

い本、へ～！と思える本を集めてみました。 

  

     さだまつ じょう//さく  

かたおか たつや//え  

あっぷる出版社 

 

●３階南窓前 

【なつのおと】 

花火や風鈴、セミの鳴き声･･･etc. 

夏を感じる「音」って色々ありますよね。夏だ

からこそ体感できる音に逢いに行きませんか。 

         

羽尻 利門//作 あすなろ書房 

 

●１階入口インフォメーション前 

【中学生・高校生のみなさんへ】 

毎日暑い中、勉強や部活を頑張る中高生の 

みなさんに、図書館スタッフオススメの本を 

集めました。気分転換に読書

はいかが？ 

  

  くどう れいん//著 講談社    

●１階北側エレベーター前 

【第２の人生元気に楽しく！】 

敬老の日にちなんで元気に楽しく毎日が送れる

手助けになる本をあつめました。 

落合恵子//著 朝日新聞出版 

 

●３階吹き抜け前 

【ハッピーバースデー 

        作家さん！】 
9月生まれの作家さんの本をあつめました。 

みんなでお祝いしませんか？ 

 

長 新太//さく 文研出版 

 

●３階南窓前 

【秋の夜長にミステリ】 

ふしぎな事件、名探偵登場・・・秋の夜長は 

ミステリを読もう！ 

  江戸川 乱歩//著 汐文社 

まつばら電子図書館 
おためしイベント 

8/7（日）13：00～15：00 

電子図書館の使い方をご案内します！ 

読書の森 de おはなし会 

8月14日（日）14：30～15：00 

9月25日（日）14：30～15：00 

図書館スタッフによるおはなし会です！ 



使った資料 

新井 充//監修 東京堂出版 

冴木 一馬//作 あすなろ書房 

＼ 図書館をつかって調べる学習 ！／ 

は  

どうしてあんなにきれいなの？

 

だれもが花火を見て楽しむようになったのは、

江戸時代からです。とくに江戸、両国の 

大がかりな打ち上げ花火は、大人気でした。 

      （『知って楽しい花火のえほん』P26） 

 

花火が開いているとちゅうで、ひとつひとつの星（光や

色、けむりを出しながら飛びちる火薬のつぶ）の色が 

変わるのは、星のまわりに、燃えたときにちがった色を

出す火薬を、層にしてつけてあるからだ。 

        （『知って楽しい花火のえほん』P7） 

 

打ち上げ花火には打ち上げる時間によって、昼の花火と 

夜の花火とに分けることができる。 

昼の花火には、運動会やお祭り、イベントなどの合図の 

ために打ち上げられる号砲に見立てた雷や段雷、万雷と 

呼ばれる音花火や、ポカ物と呼ばれる、花火が割れて 

中からさまざまなものがでてくるものがある。 

夜の花火は、大輪の花のように広がる割り物、ポカ物、 

割り物とポカ物の中間の半割り物がある。 

  （『花火の事典』P26） 

花火の色の変化 

運動会で使われているものも花火

なんだね！割り物、ポカ物って 

どんな花火なんだろう？ 

江戸時代の花火大会ってどんな感

じだったんだろう？ 

侍や将軍も見てたのかな？ 

「調べる学習」って？ 
調べる学習は、自分自身で課題を見つけ、資料を用いながら研究・発表する「探究学習」の 

のひとつです。必要とする情報の集め方・取捨選択の方法を知り、自らの考えを言葉でまとめ

ることで、知的好奇心・情報リテラシー・読解力・思考力・言語力が磨かれる学びとして、 

学校教育や生涯学習の場で注目されています。 

       

読書の森では、夏休みに小学生を対象とした、調べる学習ミニ体験会を 

初開催！この夏は、図書館で調べる学習にチャレンジしてみませんか？ 

 

火薬の違いでさまざまな色が表現されて、

きれいな打ち上げ花火になるんだね！ 

でも、花火の玉ってどんな形をしていて、

どのくらい重いんだろう？もっともっと 

花火について調べたくなっちゃった！ 

打ち上げ花火の種類 花火大会はいつから？ 



 
・おはなし会 やまびこ    

 8/28（日）15：00～ 9/25（日）15：00～ 

・あかちゃんからのおはなし会  カンガルーぽけっと 

 9/27（火）10：30～           

・おはなし会              

 9/21（水）16：00～ 

・おはなし会 もこもこタイム 

 9/28（水）15：30～                      

8、9月のあかちゃんからのおはなし会 

 「おはなしくまちゃん」はお休みです。 

・あかちゃんからのおはなし会 バンビたいむ 

 8/4（木）10：30～  9/1（木）10：30～ 
 8、9月のおはなし会「おはなしばたけ」はお休みです。 

※現在開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては 

やむをえず中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・親子で楽しむおはなし会 あかちゃんタイム 

  絵本の読み聞かせやわらべうたなどで、 

  笑顔いっぱいになりましょう！ 

  開催日：8/11（木） 9/8（木） 

  開催時間： 

  10：20～10：40（受付時間：10：00～10：15） 

  11：00～11：20（受付時間：10：40～10：55） 

  定員：各回12組 

・えほんのゆりかご 

  絵本の紹介や楽しみ方など、あかちゃんと絵本を 

  楽しむためのお手伝いをします！ 

  開催日： 8/ 9（火） 8/23（火） 

        9/13（火） 9/27（火） 

  開催時間：10：00～11：30 対象：0～3才 

・おはなしキャラバン（おはなし会） 

  絵本や紙しばいなどの読み聞かせをしています！ 

  開催日：9/17（土） 

  開催時間：11：00～11：30 対象：3才以上 

 読書の森（松原市民松原図書館） 

 松原市田井城3-1-46 Tel:072-334-8060 

 休館日：3・8・12月を除く第3木曜日、年末年始 開館時間：午前9時から午後9時 

 分館情報 

 ・天美西図書館 松原市天美西1-18-28 Tel:072-330-0551  ・天美図書館 松原市天美東7-85        Tel:072-336-7300 

 ・情報ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ    松原市上田7-11-19  Tel:072-335-4000  ・三宅図書館 松原市三宅中3-17-15    Tel:072-332-8560 

 ・恵我図書館  松原市一津屋1-10-15 Tel:072-333-2020 

 休館日：毎週月曜日、第3木曜日、国民の祝日、年末年始 開館時間：午前10時から午後5時30分 

 [返却・予約資料受取のみ] 

 ・新町公民館 松原市南新町1-15-2 ・松原南コミュニティセンター 松原市岡5-11-19 

[松原市所蔵資料の返却のみ] 

セブンパーク天美内「アマミの本棚」 松原市天美東3-500 セブンパーク天美３階   

塗りつぶしは全館休館日  

網掛けは分館休館日 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3  

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

夏のこどもおたのしみ会 
 ・情報ライブラリー 8/ 7 （火）15：00～ 

・天美西図書館      8/19（金）15：00～ 

・三宅図書館        8/24（水）15：00～ 

 

・天美図書館 8/17（水）16：00～ 

・読書の森  8/20（土）11：00～ 

・恵我図書館 8/24（水）15：30～ 

 


