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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。 

普段は閉鎖している夜の図書館屋上で、 

那須香大阪天文台の中島先生を招いて 

大型望遠鏡を使った天体観測を行います。 

 

 

日時：10月30日（日）13：30～16：30 

場所：まつばらテラス（輝）多目的ホール 

対象：どなたでも 

定員：50名 

申込：10月3日（月）9：00～ 

   読書の森カウンター、電話にて受付 

読 書 の 森  秋 の イ ベ ン ト 
 

伊勢大神楽
い せ だ い か ぐ ら

って何だ？ 

 

日時：11月12日（土）18：00～20：00 

場所：読書の森 3階くつろぎスペース、屋上 

対象：中学生以下（付き添いOK） 

定員：20名 

申込：11月6日（日）9：00～ 

   読書の森カウンター、電話にて受付 

 

数百年の伝統がある「伊勢大神楽
い せ だ い か ぐ ら

」の実演や 

みんぱく神野先生と神楽師のお話が聞ける 

貴重な機会です。 

みんぱく映像民族誌 映像上映イベント 

天体観望会 

冬の空を、みんなで見上げてみませんか？ 



資料展示 

10月 11月 
●３階吹き抜け前 

【でんしゃのえほん】 

10月1日は、日本で新幹線が初めて開通した日

です。新幹線、電車、機関車などが描かれてい

る絵本を集めます。 

みなさんはどんな電車がすきですか？ 

鎌田 歩//さく 小学館 

●３階南窓前 

【図鑑】 

あれも図鑑、これも図鑑。好きな図鑑はあるか

な？好きな図鑑の置かれている場所も知ってみ

よう！ 

学研プラス  

●３階吹き抜け前 

【いろいろ、おしごと】 
美容師さん、パン屋さん、郵便屋さん・・・ 

絵本を通していろいろなお仕事を知ろう！ 

かこさとし//作・絵 偕成社  

●３階南窓前 

【侍～SAMURAI～】 

11月11日は侍の日！強くてかっこいいイメー

ジがあるけれど、「侍」って何者？ハテナが

いっぱいの侍に関する本をご紹介！ 

田代 脩//監修 学研プラス 

まつばら電子図書館 
おためしイベント 

10/2（日）13：00～15：00 

電子図書館の使い方をご案内します！ 

事前申し込み不要・出入り自由 

読書の森 de おはなし会 

11月3日（祝・木）14：30～15：00 

図書館スタッフによるおはなし会です！ 

対象年齢：５才以上 事前申し込み不要 

● 1階北側エレベーター前 

第29回ひゅーまんフェスタ特別図書展示  

【高齢者福祉 ～みとめ合い この出会いから始めよう～】 

期間：10月1日（土）～11月30日（水） 

高齢者福祉とは、高齢者が住みなれた地域で自立した生活を送ることができるようサポートする取り

組みのことです。知っておきたい制度やサポートから、自宅でできる認知症予防まで、幅広く展示 

します。ぜひ、ご覧ください。 

           牛越 博文//監修  講談社   

 

● 1階スロープ 

【伊勢大神楽
い せ だ い か ぐ ら

って何だ？】 

期間：10月24日（月）～31日（月） 

  ● 1階スロープ 

【「犯罪被害者週間」啓発パネル展】 

 期間：11月18日（金）～12月2日（金） 



はじめての古典文学 
11月1日は「古典の日」です。「古典」と聞くと、『昔の言葉で書かれているから難しそう』と 

思う方も多いのではないでしょうか？最初から原文を読むのはハードルが高いので、入門書から！

古典への第一歩におすすめの本をご紹介します。 

 

加藤 康子//監修 あかね書房 

少しサイズの大きい児童書ですが、各作品の内容はもちろん作品 

ができた背景やコラムまで書かれており、老若男女問わずどの古典作品

を読もうか悩んでいる方におすすめの一冊です。 

大和 和紀//著 講談社  

『源氏物語』を漫画化した作品といえばこれ！ 

一部、原作と異なるオリジナルの描写はあるものの、大まかな話

の流れを知るのにぴったりです。この作品をきっかけに、古典に

興味を持つ人が多いのも頷ける面白さです。 

吉海 直人//監修 PHP研究所 

一首ずつの解説ページがあり、歌が詠まれた背景から歌人の人となり 

まで丁寧に解説されています。順番に読むもよし、気になる歌から読む

もよし、空いた時間にサクサク読み進められます。あなたのお気に入り

は何番歌？ 

・・・ 展示のお知らせ ・・・ 

 読書の森では、1階と３階で「古典の日」に関連したミニ展示を行います。 

古典に興味を持つきっかけになるような本を多数展示予定です。ぜひご覧ください。 

期間 ： 11月1日（火）～30日（水） 



 
・おはなし会 やまびこ    

 10/23（日）15：00～  11/27（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 

 10/25（火）10：30～  11/22（火）10：30～         

・おはなし会              

 10/19（水）16：00～  11/16（水）16：00～ 

・おはなし会 もこもこタイム 

 10/26（水）15：30～ 

・おはなしと手づくり会 

 11/30（水）15：30～           

10、11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 

 10/6（木）10：30～ 11月は祝日のためありません。 
 10、11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：10/13（木） 11/10（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： 10/ 11（火） 10/25（火） 

        11/8（火） 11/22（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：10/15（土） 11/19（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  
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  

開催日：10/16（日） 10/22（土）  

開催時間：10：00～16：00 

場所：読書の森 

 【第46回 図書館まつりのおしらせ】 

市内のボランティアグループが大集合します！ 
「おはなし会」「朗読体験」「手作り会」など 、 
様々な楽しいイベントを行います。ぜひお越しください。 
 

パネル展示 9/26（月）～10/22（土） 


