
 １１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 文化の日 ★松原図書館のみ開館 

 
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 バンビたいむ 10時 30分～ 天美西 

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            松原図書館休館 

１２日 火  

 

１３日 水 おはなし会 3時 30分～ 恵我 

１４日 木  

 

1 5日 金   

１６日 土  

 

１７日 日  

 

１８日 月 休館日  

１９日 火   

２０日 水 おはなし会 4時～ 天美 

２１日 木 休館日  

２２日 金   

２３日 土 休館日 勤労感謝の日  

２４日 日 やまびこ 3時～  情報 

２５日 月 休館日   

２６日 火 カンガルーぽけっと 10時 30分～ 情報  

２７日 水  
  

２８日 木  

 

２９日 金   

３0日 土    
マッキー 
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１１・１２月 か わ ち も め ん 
 

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 
日時：１１月５日（火） 
午前 10時～11時 30分 
場所：松原図書館 
対象：0歳から 申込み不要  

途中からでも参加できます。 

 
●松原図書館は、 

11月 11日(月)より、休館です。 

 

新松原図書館は、令和 2年 1月 26日

(日)にオープンします。 

 

 

館内整理と年末年始のため 

 図書館はお休みします 

 

１２月２６日（木）から 

１月１０日（金）まで 

 

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） 

 

新年は１月１１日（土）から 

開館いたします。 

 



〈11月 7日現在〉 

１位 『希望の糸』東野圭吾（著）講談社 ４６件 

２位 『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ（著）文藝春秋 ３９件 

３位 『一切なりゆき』樹木希林（著）文藝春秋 ３１件 

４位 『さよならの儀式』宮部みゆき（著）河出書房新社 ２９件 

５位 『落日』湊かなえ（著）角川春樹事務所 ２６件 

６位 『罪の轍』奥田英朗（著）新潮社 ２５件 

７位 『平場の月』朝倉かすみ（著）光文社 ２２件 

７位 『罪と祈り』貫井徳郎（著）実業之日本社 ２２件 

９位 『むらさきのスカートの女』今村夏子（著）朝日新聞出版 ２０件 

１０位『樹木希林１２０の遺言』樹木希林（著）宝島社 １９件 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

  

 
「かわちもめん」の思い出 
図書館ができるまでは、お母さんたちが地域の子どもたちに自分の家を開放して、家庭文庫

の活動をしていました。その後、1974年(昭和 49年)から自動車図書館を走らせ、1980年(昭和

55年)に松原図書館が開館しました。 

図書館の館報「かわちもめん」の創刊は、さらにその少し前 1977年(昭和 52年)10月から発

行が始まりました。当初、文庫のお知らせが大半を占めていた内容は、図書館の発展とともに

図書館に関する情報が中心になりました。最初は手書きだった紙面も、今はパソコンでの作成

へと「かわちもめん」も時代とともに変化をしてきました。 

 現在の松原図書館が新松原図書館に変わるとともに、「かわちもめん」もまた新たに変化する

予定です。新松原図書館の開館と、新しい館報をご期待ください。 

 



 

 

 

 

                    

                                                      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松原市内各図書館の案内 
･･･松原図書館休館中は 

こちら５つの図書館をご利用ください 

情報ライブラリー（TEL：072-335-4000） 

 上田 7-11-19     ※駐車場あり 

 

三宅図書館 （TEL：072-332-8560） 

 三宅中 3-17-15  

 

 

 

 

天美図書館 （TEL：072-336-7300） 

 天美東 7-103  

天美西図書館（TEL：072-330-0551） 

 天美西 1-18-28  

恵我図書館 （TEL：072-333-2020） 

一津屋 1-10-15   ※駐車場あり 

ぴよぴよおはなしかい ･･････読み聞かせグループ カンガルーぽけっとによるおはなしかい 

11月 13日(水)・12月 11日(水) 10時 30分から（毎月第二水曜日）場所：松原コミュニティセンター 



１２月 カレンダー 

  
１日 日 松原図書館休館 

２日 月 休館日   

３日 火    

４日 水    

５日 木 バンビたいむ 10時 30分～ 天美西  

６日 金    

７日 土    

８日 日    

９日 月 休館日   

１０日 火    

１１日 水 冬のこどもおたのしみ会 ３時 30分～ 恵我  

１２日 木    

１３日 金    

１４日 土 おはなしばたけ 11時～ 天美西  

１５日 日    

１６日 月 休館日★新松原図書館自習室オープン   

１７日 火    

１８日 水 冬のこどもおたのしみ会 ４時～ 天美  

１９日 木 休館日   

２０日 金 手作り会「ぼっくりツリー」２時～３時 恵我  

２１日 土 冬のこどもおたのしみ会 ３時～ 三宅  

２２日 日 やまびこ ３時～ 情報  

２３日 月 休館日   

２４日 火 冬のこどもおたのしみ会 ３時～ 情報  

２5日 水 冬のこどもおたのしみ会 ３時～ 天美西  

２６日 木 休館日   

２７日 金 休館日   

２８日 土 休館日   

２９日 日 休館日   

３０日 月 休館日   

３１日 火 休館日   

おはなし会 

＊天美西図書館 おはなしばたけ 

＊天美図書館 おはなし会  

＊情報ライブラリー やまびこ  

＊恵我図書館 おはなし会  

・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 

 ●各図書館の開館時間 

   火～日 午前 10時～午後 5時 30分 

・松原図書館 ℡:072-334-8060 11月 11日(月)より休館中 

（新松原図書館は令和 2年 1月 26日(日)開館） 

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

あかちゃんから楽しめるおはなし会 

＊三宅図書館 おはなしくまちゃん  

＊天美西図書館 バンビたいむ  

＊情報ライブラリー カンガルーぽけっと 

冬のこどもおたのしみ会 
市内各図書館 

大きな絵本や紙芝居など 

楽しいおはなしがいっぱい！ 

 

日程はカレンダーを見てくださ

いね。参加は無料です。 

新松原図書館の自習室が 

先行オープンします！ 

 

１２月１６日（月）より 

 


