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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。 

読書の森 蔵書点検のお知らせ 

 読書の森は蔵書点検中も開館していますが、部分的に蔵書点検を行うため、点検中の箇所と 

書庫の資料は期間中ご利用いただけません。（1月19日（木）は休館日です。） 

 1月16日（月）、17日（火）は１階一般書のフロアを閉鎖して作業を行います。 

予約本の受け取りはカウンターでのお渡しとなります。返却ポストはご利用いただけます。 

 

 分館につきましては、蔵書点検に伴い2月13日（月）～17日（金）まで休館いたします。 

   ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。 

 

期間：1月16日（月）～20日（金） 



資料展示 

12月 1月 
●１階北側エレベーター前 

【美しい日本語に 

触れてみませんか？】 

読書の合間に、美しい日本語を 

“目で味わったり、声に出してみる”時間は 

いかがですか？心の琴線に触れることばとの 

出会いにつながるかもしれません。 

川島 隆太//著 齋藤 孝//著 致知出版社 

●３階吹き抜け前 

【はじめては 

     ドキドキワクワク】 

はじめて何かに挑戦する人の気持ちに寄り添う本

が大集合！ 

よこた あきこ//さく みなみ あきこ//え 国土社  

●３階南窓前 

【笑う門には福来たる!2023】 

１年のはじまりは、笑ってスタートしたいもの！ 

クスっと笑える話、とんちのきいた物語などを 

集めてみました。 

土門 トキオ//文 橘家 仲蔵//監修 学研プラス 

 

 

●１階北側エレベーター前 

【インパクト大！？ 

気になるタイトル大集合】 

クスっと笑えたり、二度見したり、どんな内容

なのか全く想像がつかないけど、思わず手に

とってしまうような一風変わったタイトルの本

をご紹介！ 

福井県立図書館/編著 講談社 

●３階吹き抜け前 

【Merry Christmas! 

～サンタさんにおてがみをかこう～】 

今年はサンタさんに何をお願いしようかな… 

クリスマスが楽しみになる本を集めました。 

サンタさんにお願いが届くようにお手紙を 

書いてみよう！ 

ももろ//さく あかね書房 

●３階南窓前 

【あったかぬくぬく 

おうちですごそ】 

外は寒い！寒い日は外に出たくない！そんな日

におうちで何をしようかな？と思ったときは、

ぜひ参考にしてください。 

 尾嶋 好美//著 SBクリエイティブ 

●１階スロープ 

【「里親制度」パネル展示】 

期間：１月４日（水）～13日（金） 

期間 ： 12月1日（木）～ 

場所 ： １階スロープ 

今年もクリスマスまでの毎日、 

アドベントカレンダーでえほんをご紹介！ 

おたのしみに！ 



読書の森 de おはなし会 

特別編・韓国の絵本 

1/29（日）14：30～15：00 

受付：14：00～ 定員：20名 

 

図書館スタッフによるおはなし会です。

今回は特別編！韓国の絵本をご紹介！ 

2月には、国立民族学博物館（みんぱく）

とのコラボイベントを予定しています。

お楽しみに！ 

 読書の森（松原図書館）は、1月26日（木）に開館3周年を迎えます。令和2年の開館

以来、約60万人もの皆さんにご利用いただいています。これからも皆さんに愛される 

図書館を目指して、より良いサービスの提供に努めて参ります。これからも、読書の森

をよろしくお願いいたします。 

開運！本みくじ 

 新しい年の始まりにおみくじを引く人も

多いですよね。今年は、読書の森でもおみ

くじが引けます。その名も「本みくじ」！ 

あなたの運勢やラッキーブックが分かる 

かも？大人用・子ども用の2種類ござい 

ます。ぜひご参加ください。 

記念しおり配布 

 毎年ご好評いただいている、読書の森 

オリジナルしおりを今年も配布いたし 

ます。3周年バージョンもお楽しみに！ 

期間：1月26日（木）～（無くなり次第終了します） 

日本語で何という意味でしょう？ 

① ゆうびんきょく 

② がっこう 

③ としょかん 

答えは次のページに載っています。 

도서관 

韓国語クイズ！ 



 
・おはなし会 やまびこ    

 12/25（日）15：00～  1/22（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 

  1/24（火）10：30～         

・おはなし会              

 1/18（水）16：00～ 

・おはなし会 もこもこタイム 

 1/25（水）15：30～           

12、1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 

 12/1（木）10：30～      1月はお休みです。 
 12月、1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：12/8（木） 1/12（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： 12/ 13（火） 12/27（火） 

        1/10（火） 1/24（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：1/21（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 31 

 
年末年始のお休み 

読書の森 12/29～1/3 

分館 12/29～1/4 

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  

★は読書の森の蔵書点検日です。 

  詳細は表紙をご覧ください。 

天美西図書館：12/16（金）15：00～ 恵我図書館：12/21（水）15：30～ 三宅図書館   ：12/22（木）15：00～ 

読書の森  ：12/17（土）11：00～ 天美図書館：12/21（水）16：00～ 情報ライブラリー：12/24（土）15：00～ 

答えは③としょかん 


