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・6月・7月の資料展示 
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・図書館からのおねがい 

・ボランティアイベント開催日時 

・まつばら電子図書館おためしイベント 

・民話の語りと読書の森バックヤードツアー 

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。 

図書館にある、あなたの大好きな本や感動した本の紹介を募集・展示します。 

各図書館で配布する所定の応募用紙に、紹介したい本の好きな場面の絵や紹介文などを自由に書いて、 

お近くの図書館までお持ちください。 
募集期間 ： 7月1日(金)～8月14日(日) 

受付場所 ： 松原市内の各図書館 

対  象 ： 幼児～中学生 

展示場所と期間 ： 

・読書の森 8月19日(金)～9月14日(水) 

・まつばら電子図書館 8月19日(金)～12月28日(水) 

注意事項 ： 応募された作品は返却いたしません。 

       図書館HPなどで公開する場合があります。 



2月の資料展示 
６月 ７月 

●１階北側エレベーター前 

【PIANO】 

7月6日はピアノの日！音楽家の伝記や楽譜、 

ピアノが登場する物語などを展示します。 

            新堂 冬樹//著 双葉社 

●３階吹き抜け前 

【いくつのえほん2022】 

0～5才への絵本選びに迷われている方、必見！ 

長く読み継がれているロングセラーから近年 

刊行された話題の絵本まで、パパ・ママが選ん

だ「こどもと読みたい絵本」を年齢別に紹介し

ます。 

松谷みよ子//ぶん 瀬川 康男//え 

 童心社 

●３階南窓前 

【読書感想文を攻略せよ！】 

なにを読めばいいの？どうやって書けばいい

の？ を解決する本や、スタッフおすすめの本を

揃えました。 

大谷 美和子//作 ポプラ社 

●１階北側エレベーター前 

【あなたのハテナ・お悩みを 

マンガで解決！】 

マンガで分かりやすく説明された、様々なジャ

ンルの本を集めました。 

    

黒川 伊保子//編著 講談社 
 

●３階吹き抜け前 

【赤と青】 

赤い表紙の本vs青い表紙の本。 

あなたはどっちの本が気になる？ 

 

 たかの けんいち//作 講談社 

斎藤 紀男//監修 てづか あけみ//さく え 

パイインターナショナル 
 

●３階南窓前 

【江戸】 

265年続いた江戸時代。 

いろんな江戸をのぞいてみよう！ 

岩崎 均史//監修 PHP研究所 

●１階スロープ 特別展示 

【せかいのくらしはどんなかな？】 

  7月22日（金）～31日（日） 

第２弾の今回は、国立民族学博物館（みんぱく）より資料を

お借りして館内に展示します。どこに展示されるかは来ての

おたのしみ！ 

展示期間中は３階でワークシートを配布します。 

世界中の民族の違いを図書館資料・みんぱく資料を使って 

調べてみましょう。 

7月30日（土）・31日（日）は 

絵本の読み聞かせ＆ワークショップ 

を予定しています。 



大越 郷子//著 誠文堂新光社  

まつばら 
      電子図書館  
 からもどうぞ！ 

シロップで色付けした綺麗な色の寒天を角切りにし、

あんこにまとわせた「あじさい寒天」が掲載されてい

ます。暑くなってきた今の時期に、ゼラチン・寒天・

アガーで作る可愛くて涼しいスイーツはいかが？ 

川原田 邦彦, 三上 常夫, 若林 芳樹//著 柏書房 

代表的な品種から最新の品種まで、600種類のアジサイを網羅！ 

図鑑篇のほかにも、栽培や繁殖、盆栽などの総合的知識や、花の咲く時期・形

が図解で簡単に見分けられる資料編、アジサイ園や名所の一覧も掲載されてい

ます。 

重松 清//著 文藝春秋 

誰かを「想う」48人の物語を四季ごとにまとめた全4巻の短編集『季節風』

「夏」の巻です。第2篇「あじさい、揺れて」の主人公は、大学4年生の和人。

再婚報告にやって来た、亡くなった兄の奥さんと幼い甥との“最後の一家団

欒”に揺れる家族の想いが描かれます。 

読んだあとは、あじさいを見ながら棒アイスを食べたくなるかもしれません。 

松原市民図書館ホームページ内の画像「まつばら電子図書館」をクリック

するか、インターネットで「まつばら電子図書館」と検索し、ログインし

てご利用ください。 

             ※ログインには利用者IDとパスワードが必要です 

QRコードからも 
ご利用いただけます！ 

図書館からのおねがい 

雨が多くなる季節です。お借りいただいた図書館の本は濡れていませんか？ 

一度濡れてしまった本は、乾かしてもページがぐにゃぐにゃになったりくっついたりして、

読めなくなってしまうことがあります。 

多くの人が気持ちよく利用できるよう、ご協力をお願いいたします。 

濡れ知らずの電子書籍も、この機会にぜひご活用ください。 

 



 
・おはなし会 やまびこ    

 6/26（日）15：00～ 7/24（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 

 6/28（火）10：30～ 7/26（火）10：30～               

・おはなし会              

 6/15（水）16：00～  7/20（水）16：00～ 

・おはなし会 もこもこタイム 

 6/22（水）15：30～  7/27（水）15：30～                

6、7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 

 6/2（木）10：30～  7/7（木）10：30～ 
・6、7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：6/9（木） 7/14（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：6/14（火）  6/28（火） 

        7/12（火）  7/26（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：6/18（土) 7/16（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   

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  

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  
塗りつぶしは全館休館日  

網掛けは分館休館日 

・ぴよぴよおはなし会(松原南勉強会)よりお知らせ 
松原南コミュニティセンターにて開催していたおはなし会は、 

現在新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止しています。

子ども達の安全を第一に考え、時期を見て開催いたします。 

楽しみにお待ちください。 

まつばら電子図書館 

おためしイベント 

6/5（日）13：00～15：00 

場所：読書の森 

３階ボランティア室 

申込：不要 

民話の語りと読書の森 

バックヤードツアー 

8/3（水）10：00～ 

場所：読書の森 

申込：7/22（金）9：00～ 


