
 １月 カレンダー 
１日 火 休館日  
２日 水 休館日  
３日 木 休館日  

４日 金 休館日  

５日 土   

６日 日   

７日 月 休館日  

８日 火 えほんのゆりかご 松原 

９日 水 おはなし会 4時～ 恵我 

１０日 木 あかちゃんタイム 松原 

１１日 金 おはなしくまちゃん  10時 30分～ 三宅 

１２日 土 おはなしばたけ 11時～ 天美西 

１３日 日   

１４日 月 休館日  

１５日 火 えほんのゆりかご 松原 

１６日 水 おはなし会 4時～ 天美 

１７日 木 休館日  

１８日 金   

１９日 土 おはなし会 11時～ 松原 

２０日 日                   

２１日 月 休館日                

２２日 火 えほんのゆりかご  松原   カンガルーぽけっと 10時 30分～ 情報 

２３日 水          

２４日 木     

２５日 金   

２６日 土   

２７日 日 やまびこ 3時～ 情報 

２８日 月 休館日      

２９日 火   

３０日 水   

３１日 木     
マッキー 

                                

                                                                              
場所はいずれも松原図書館 ２階集会室 

 詳しくは､中の面､ちらしをごらんください。 

  

        
           

 

      
おはなしスキルアップ講座 

 

日時：２月２２日（金） 

午前１０時から１２時３０分 松原市民図書館 編集・発行 としょかんだより No.429 2019 

１・２月 
か わ ち も め ん 

 

講演会「笑顔でゆったり孫育て」 

 

日時：３月１日（金） 

午後２時から３時３０分 

 

今年もよろしく 
お願いいたします 

平成３１年 
松原市民図書館 

～ お 休 み の お 知 ら せ ～ 
蔵書点検等で下記の期間、各館お休みです。 
・松原図書館  

１月２８日（月）～２月２日（土）  
・その他の図書館  

２月４日（月）～２月８日（金） 
＊蔵書点検期間中は、松原図書館（書庫） 
の資料はご利用いただけません。 
 



                       

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                     

                                                      

                                  

                                 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

＜保育の申込み方法＞ 

1歳 6か月～就学前の子ども､先着 5人(1人 300

円) 希望者は、各講演会の保育締切日までに直

接ＮＰＯ法人子育て支援ぽけっと 

(Tel:072-268-2182・Fax:072-284-7733)へ 

 

 

小学校、幼稚園、高齢者施設などで、現在おはな

し(ストーリーテリング)をされている人、久しぶり

に「語ってみたいな」と思っている人、講師の体験

談やおはなしの魅力を伺って、交流をしながらより

深く学んでみませんか。これまでに「絵本とおはな

し入門講座」を受講された人も対象となります。 

ぜひご参加ください。 

とき：2月 22日(金)午前 10時～12時 30分 

講師：細木紀美子さん 

テーマ：「おはなしを語るとは」 

定員 50人 講演会の申込み：1月 22日(火)より 

※保育あります(申込みは 2月 14日(木)まで) 

 

講演会 

「松原人物列伝」パート３ 

近世～近現代の松原に名を馳せた先駆者たち 

とき：3月 19日(火) 午後 2時～3時 30分 

講師：西田 孝司さん(松原市社会教育委員長) 

内容  

・寺内 安林･･･｢布忍八景｣扁額奉納の仕掛人 

・岩田 民次郎･･･大阪最古の養老院創設 

・林 明･･･高見の里を開発した技術者 

定員８０人 
雑誌 あ･ら･か･る･と 

＜講 師 紹 介＞ 

･子育て応援活動｢さといもの会｣

主宰・代表 

･藤井寺市ボランティアサークル

「おはなしころりん」所属 

･和歌山昔話大学再話協会会員 

講演会 

「笑顔でゆったり孫育て～知っておきたい孫との上手なつきあい方～」 

＜とき＞ ３月１日(金)  午後２時～午後３時３０分 

   ＜講師＞ 井上 淳子
あつ こ

さん (臨床心理士) 

   ＜申込み＞ ２月１２日(火）より 

「孫とのかかわり方どうしたらいいの？」かわいい 

孫育てにも悩みはつきものです。孫育てのポイントか 

ら最近の子育て事情などのお話をしていただきます。 

孫とのうれしい時間を、さらに笑顔で過ごせるよう 

なヒントが、みつかるかも。 

孫育て中の方、これから孫育てを楽しみにされてい 

る方、パパ・ママも一緒にどうぞ。 

おはなしスキルアップ講座 
 

 

保育 

あります 

申込みは､来館または電話で各図書館へ｡ 

場所はいずれも松原図書館 2階集会室です。 

 

 ＜講師紹介＞ 

神戸大学医学部（精神神経科）と兵庫県立

こども病院（精神科・神経科）で主に不登校

の子どもに対する心理療法の実習や研修を

重ね、兵庫県内の、病院や大学でカウンセリ

ング等に携わる。自ら孫ができたことをきっ

かけに心の専門家の視点から「孫育ての教科

書」を執筆し、孫育てに関する講演会の講師

としても活躍。 

保育 

あります 

申込みは 

2 月 21 日

(木)まで 

定員 50人 

Tel:072-268-2182


雑誌 あ･ら･か･る･と 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

『母の友』  福音館書店 月刊 

 －幼い子を持つおかあさん、おとうさん、 

子どもにかかわるすべての人に。 

 

 子どもとの暮らしを根っこから考える「ゆっく

り子育て」を提案する、1963年創刊の長寿雑誌。

「おいしい絵本レシピ」や「絵本のある生活」な

ど絵本の魅力を伝える連載は、絵本選びの参考に

もなります。12月の特集は「老いるということ」。

子育てにはいろんな世代の人の関わりが必要な

のだと。毎号幅広いテーマで特集が組まれていま

す。孫育て世代にもおススメの雑誌です。 

 

 

 

 

 

１位『九十歳。何がめでたい』 佐藤愛子（著）小学館 １２８回  

２位『人魚の眠る家』 東野圭吾（著）幻冬舎 １２７回 

３位『希望荘』宮部みゆき（著）小学館 １０５回 

４位『おらおらでひとりいぐも』 若竹千佐子(著） 

河出書房新社 ９８回 

５位『祈りの幕が下りる時』 東野圭吾（著）講談社 ９６回 

６位『ラプラスの魔女』 東野圭吾（著）ＫＡＤＯＫＡＷＡ ９４回 

７位『ナミヤ雑貨店の奇蹟』 東野圭吾（著）角川書店 ９３回 

８位『火花』 又吉直樹（著）文藝春秋 ８４回 

９位『虚ろな十字架』 東野圭吾（著）光文社 ８０回 

１０位『コンビニ人間』 村田沙耶香 (著) 文藝春秋 ７３回 

                     （12月 27日現在） 

昨年一年間のベストリーダー トップ １０ 

図書館ホームページが 
変わりました 

2018年 12月 13日(木)より、松原市ホームペー

ジのリニューアルに伴い、市民図書館のホームペ

ージが変わりました。検索サイト等よりアクセス

されますと、しばらくの間、エラーページが表示

される場合があります。松原市トップページに移

動し、「文化・スポーツ」を選び、「図書館」をク

リックすることで図書館ホームページに移動で

きます。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願

いいたします。 

｢まつばらいろはかるた｣ 
 団体に貸出しをしています 

 

ぴよぴよおはなしかい  

１月９日（水）･２月１３日（水） 

（毎月第二水曜日）１０じ３０ぷん～  

場所：松原南コミュニティセンター 

（読み聞かせグループ  

カンガルーぽけっとによる） 

 

松原図書館    今月の特集 

1 月 ｢新しい家族のカタチー知ってほしい里親のこと｣ 

２月 ｢絵本で万博」 絵本で世界を知ろう！ 



・松原図書館 ℡:072-334-8060 Fax :072-330-1475 ・情報ライブラリー ℡:072-335-4000 

・天美図書館    ℡:072-336-7300   ・三宅図書館 ℡:072-332-8560 

・天美西図書館  ℡:072-330-0551   ・恵我図書館 ℡:072-333-2020 

松原市民図書館 https://www.city.matsubara.lg.jp/bunka/library/index.html 

         ★ 開 館 時 間 ★ 

●松原図書館 火～金 午前 10時～午後 7時       ●その他の図書館 

      土・日・祝日 午前 10時～午後 5時 30分    火～日 午前 10時～午後 5時 30分 

２月 カレンダー 

  
１日 金 おはなしくまちゃん  10時 30分～ 三宅 

２日 土   

３日 日   

４日 月 休館日  

５日 火 えほんのゆりかご 松原 

６日 水   

７日 木   

８日 金               

９日 土 おはなしばたけ  11時～ 天美西 

１０日 日   

１１日 月 休館日  

１２日 火 えほんのゆりかご 松原 

１３日 水 おはなし会  4時～ 恵我 

１４日 木 あかちゃんタイム 松原   バンビたいむ 10時 30分～ 天美西 

１５日 金      

１６日 土 おはなし会  11時～ 松原 

１７日 日   

１８日 月 休館日  

１９日 火 えほんのゆりかご 松原 

２０日 水 おはなし会  4時～ 天美 

２１日 木 休館日  

２２日 金 おはなしスキルアップ講座 松原 

２３日 土   

２４日 日 やまびこ 3時～  情報 

２５日 月 休館日  

２６日 火 えほんのゆりかご 松原   カンガルーぽけっと 10時 30分～ 情報 

２７日 水   

２８日 木   

おはなし会 

＊おはなしばたけ 天美西図書館 

＊おはなし会 天美図書館 

＊おはなし会 松原図書館 

＊やまびこ 情報ライブラリー 

えほんのゆりかご 

 絵本の紹介や楽しみ方などを、絵本

ボランティアがサポート 

毎週火曜日／10時～11時 30分 

 対象：0歳から 申込み不要  

途中からでも参加できます。 

あかちゃんタイム 親子で楽しむおはなし会 

絵本とわらべうたで遊んで笑顔いっぱい！ 

① 10時 30分～  ② 10時 50分～  

③ 11時 10分～ 

受付時間：10時～11時 定員：各回 12組 

対象：0歳～3歳 申込み不要 

あかちゃんから楽しめるおはなし会 

＊おはなしくまちゃん  三宅図書館 

＊バンビたいむ 天美西図書館 

＊カンガルーぽけっと 情報ライブラリー 

 


