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・4月・5月の資料展示 

・子どものための図書館探検ツアー 

・今年の春は、着物を着てみませんか？ 

・鯉のぼりについての本をご紹介！ 

・ボランティアイベント開催日時 

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。 

＼人気のこの作品も…！／ 

外国語本コーナー 
世界中で読み継がれている名作の原著や日本のベストセラーの翻
訳版など、英語を中心に外国語の本が並んでいます。 
ぜひ一度、３階吹き抜け横にてご覧ください！     

外国語の本は、検索すると別置記号欄に「Ｇ」と表示されます。 

「読書の森」の本棚の 
ヒミツ！Part５！ 

 
日本語以外に、英語・中国語での翻訳版を所蔵しています。 

英語版タイトルは  

中国語版タイトルは 啦 です。

日本語版と並べて読んでみるのもおすすめです！ 

ヨシタケ シンスケ//作 ブロンズ新社 



2月の資料展示 4月の資料展示 
４月 ５月 
●１階北側エレベーター前 

【ほっこり泣いて笑って 犬物語】 

4/8は忠犬ハチ公の日ってご存じですか？ 

感動、癒し、泣き笑い、様々な犬物語をお楽し

みください。 

新藤 兼人//作 小学館 

●３階吹き抜け前 

【フレー!フレー!こそだて!】 

離乳食・幼児食、トイレトレーニング、親子遊

びなどジャンル別に、楽しみながら子育てがで

きる本や絵本を集めました！ 

          モチコ//著 KADOKAWA 

●３階南窓前 

【楽しく好きな教科を 

     のばしていこう！】 

好きな教科がもっと好きになる本を見つけませ

んか？基本の教科以外にも、学校では教わらな

い雑学や哲学の本も集めました。 

村瀬 哲史//著 宝島社 

●特別展示（３階北側エレベーター横） 

4月23日は「子ども読書の日」 

【ようこそおはなしの世界へ 

  ようねん童話のたのしみ】 

期間：4月20日（水）～ 4月26日（火） 

絵本から読み物へ。 

子どもたちが読書の幅を広げるのにぴったりな

大きな文字とやさしい文章、楽しい挿絵で構成

された低年齢向けの物語を集めました。 

読み聞かせでもひとり読みでも 

年齢問わず、楽しめます。 

 

●１階北側エレベーター前 

【自然にふれる】 

新緑が美しい季節。心も身体もリフレッシュ！ 

自然にふれて、深呼吸しませんか？ 

          稲垣 栄洋//著 東京書籍 

●３階吹き抜け前 

【かぞくの本】 

けんかもするけれど、かぞくっていいなあ。 

そう感じてもらえる本を集めました。 

マール フェレーロ//画 

      フェリシティ ブルックス//文 

      石津 ちひろ//訳 文化学園文化出版局 

●３階南窓前 

【５３～ごみについて～】 

5月3日はごみの日、5月30日はごみゼロの日。 

ごみってどこにいくのでしょうか？ 

藤原 幸一∥写真と文 ポプラ社

子どものための 

図書館探検ツアー 
５月５日（祝・木） 

①10：30～ ②15：00～ いずれも30分程度 

場所：読書の森 

対象：小学生と保護者 

定員：1回につき最大5組（10名） 

申込：4月10日（日）9：00～ 

   読書の森カウンター、電話にて受付 

お問い合わせ：読書の森 



春風が心地よい季節となりました。入学式、結婚式、成人式など、ハレの日に着る着物は華やかな 

だけでなく気持ちもひきしまり、とても素敵ですね。また最近では、若者を中心に普段着として着物

を楽しむ「着物女子」「着物男子」も増えているそうです。 

暖かく過ごしやすい春は着物デビューにぴったりの季節です。はじめての人も久しぶりの人も、 

思わず「着てみたい！」と思うような着物の魅力、着方について書かれている本をピックアップ！ 

５月５日はこどもの日！ 

自分で着付けをするなら・・・ 

着物はルールがあって難しそう…という方には、着付けや帯結び

が連続写真でわかりやすく解説されている本がおすすめ。 

着物の種類や小物の合わせ方も載っています。 

        『 』荘司 礼子//監修 主婦の友社 

 

着物について知りたい方は・・・ 

着物の歴史から着方、生地の染め・織りの知識まで

幅広い情報がイラストとともに載っています。 

児童書ですが大人にもおすすめの一冊です。    

      『 』馬場 まみ//監修 PHP研究所  

江戸時代から現代に至るまでの鯉のぼりの歴史が、貴重な資料とと

もに紹介されています。多種多様な鯉のぼりの写真が載っているの

で、見るだけでも楽しいです。 

薄い本ですが、内容は“濃い”ですよ！ 

林 直輝//文 小学館  

 
鯉のぼりが登場する楽しいお話と、こどもの日につ

いての豆知識がたくさん！親子で行事を学ぶのに

ぴったりな絵本です。 

   ますだ ゆうこ//作 たちもと みちこ//絵 文溪堂  



 

・あかちゃんからのおはなし会  カンガルーぽけっと 

 4/26（火）10：30～ 5/24（火）10：30～               

・おはなし会 やまびこ    

 4/24（日）15：00～ 5/22（日）15：00～ 

・おはなし会              

 4/20（水）16：00～ 5/18（水）16：00～ 

・おはなし会「もこもこタイム」 

 4/13（水）15：30～  5/11（水）15：30～                

4・5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 

 4/7（木）10：30～  5月はお休みです。 
・4・5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：4/14（木） 5/12（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：4/12（火）  4/26（火） 

       5/10（火）  5/24（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：4/16（土) 5/21（土） 

  開催時間：11：00～11：30 対象：3才以上 

・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。 

・読書の森のおはなし会 

 図書館スタッフによるおはなし会です。 

 みんな来てね！ 

 2022/5/1（日）14：30～15：00 

塗りつぶしは全館休館日  

網掛けは分館休館日 

 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   
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