
バリアフリー映画上映会 

「長いお別れ」 
 中島京子の同名小説を実写映画化した作品。 

バリアフリー上映のため、副音声や音声ガイド 

付きでどなたでもお楽しみいただけます。 

 日時：3/19（日）14：00～16：10 

 場所：まつばらテラス（輝）多目的室 

 定員：50名 

 費用：無料 

 申込：2/20（月）9時～ 読書の森へ来館、電話 

 問い合わせ：読書の森（072-334-8060） 

図書館だより 
かわちもめんNo.450 

2023年2・3月号 
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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。 

分館蔵書点検に伴う 
休館のお知らせ 

2月13日（月）～2月17日（金） 
 

 情報ライブラリー・天美西図書館・ 
三宅図書館・天美図書館・恵我図書館は 
上記の期間中、お休みです。 

返却ポストはご利用いただけます。 

（CD・DVD・他市からお借りした資料は、
入れないでください。） 

 ご不便をおかけしますが、ご理解と 
ご協力をお願いします。なお、読書の森
（松原図書館）は開館しています。 
 ただし、2月16日(木)は休館です。 



資料展示 

2月 3月 
●１階北側エレベーター前 

【アンソロジー】 

同じテーマでも作者によって表現のしかたは 

それぞれ。様々なテーマに沿った本を 

集めましたので、お楽しみください！ 

村山 由佳//他著 文藝春秋 

 

●３階吹き抜け前・３階南窓前 

【どくしょdeビンゴ！】 

本を読んでビンゴを完成させよう！ 

1列完成すると、景品をプレゼント！ 

全部うめるとさらにプレゼントが！？ 

３階の展示スペースには、ビンゴがしやすい 

特別な本棚が登場！ぜひ参加してみてね！ 

 

●１階スロープ 

【大阪府「10歳若返り 

    プロジェクト」展示】 
期間：2月17日（金）～3月13日（月） 

●１階北側エレベーター前 

【科学道2022】 
「知りたい！」が未来をつくる！ 

３つのテーマで科学への道を紹介します！ 

入倉 隆//著 雷鳥社 

 

●３階吹き抜け前 

【はるのえほん】 
心がポカポカするような“はる”のあったかい

絵本を集めました！ 

くすのき しげのり//作 小林 ゆき子//絵 フレーベル館 

  

●３階南窓前 

【岩波ジュニア新書特集】 

部活・ともだち・SNSの悩みどうしたらいい？ 

そんな10代のあなたへ！

宮武 久佳//著 岩波書店 

 

 

 
家族や友達と一緒に豆をまくのは楽しいですが、 

豆まきを楽しんでいるのは人間だけではないようです！ 

『  』 たかい よしかず//作 国土社 

 

２月３日は節分！関連する本をご紹介！ 

 
今年の恵方（その年の縁起の良い方角）は「南南東やや南 」 

今年は見た目も華やかなオリジナルの恵方巻を作ってみませんか？ 

『 』 川澄 健//著 光文社 



国立民族学博物館 × 読書の森 松原市民松原図書館 連携イベント 

読書の森に、韓国の絵本やみんぱく（国立民族学博物館）からやってきた衣装や楽器などがせいぞろ

い！展示やイベントをつうじて、韓国の伝統的な文化やこどものくらしを体験してみましょう。 

展示 

「韓国文化を知ろう！」 

韓国の絵本と、そのなかにえがかれた 

衣装や道具などを展示します。 

場所：１階スロープ、３階ボランティア室 

申込：不要 

実践ワークショップ 

「ドンドン・クンタクン！ 

ダンボール太鼓で韓国の 

リズムを叩こう！」 
図書館内のポイントをまわって、ミッションに

挑戦しよう。 

場所：１階スロープ、 

３階ボランティア室およびくつろぎスペース 

申込：1/28（土）9時～読書の森へ来館、電話 

定員：20名 

対象：５歳～小学６年生 

場所：まつばらテラス（輝）３階多目的ホール 

申込：1/28（土）9時～ 読書の森へ来館、電話 

定員：20名 

対象：５歳～小学６年生 

工作ワークショップ 

「韓国のパッチワーク『ポジャギ』 

を紙で作ってみよう！」 

各回30分 計8回 各回定員4名先着順 

場所：３階YAコーナー 

申込：不要 

対象：５歳～小学６年生 

韓国文化あつめラリー 

要申込！ 

要申込！ 



 
・おはなし会 やまびこ    

 2/26（日）15：00～  3/26（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 

 2/28（火）10：30～  3/28（火）10：30～         

・おはなし会              

 2月のおはなし会はお休みです。 3/15（水）16：00～ 

・おはなし会 もこもこタイム 

 2月のおはなし会はお休みです。3/22（水）15：30～    

2、3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 

 2/2（木）10：30～ 3/2（木）10：30～ 
 2、3月のおはなし会「おはなしばたけ」はお休みです。 

2/19（日）14：00～15：30 
資料検索ページや電子図書館、図書館のHPの使い方をご案内します！ 

申込不要・出入り自由 場所：読書の森 ３階ボランティア室 

図書館のホームページを 
使いこなそう！ 

※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：2/9（木） 3/9（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： 2/ 14（火） 2/28（火） 

           3/14（火）  3/28（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：2/18（土） 3/18（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 29 30 31 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 1 2 3 4 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 26 27 28 

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 1 

＊塗りつぶしは全館休館日 網掛けは分館休館日 


