
●●●●貸出貸出貸出貸出、返却時、返却時、返却時、返却時等等等等のののの水濡れ水濡れ水濡れ水濡れ防止防止防止防止対策の対策の対策の対策のお願いお願いお願いお願い    

雨の多い季節になりました。本にとって水は大敵です。借りるとき、返すときには 

防水のバックや袋などを使って、水濡れがないようにご注意ください。 

 

●情報を●情報を●情報を●情報を活用して、快適！活用して、快適！活用して、快適！活用して、快適！図書館ライフ図書館ライフ図書館ライフ図書館ライフしませんしませんしませんしませんか？か？か？か？    

図書館の休館日などの情報は、テレビ、ＨＰ（ホームページ）などでもご覧いただけます。 

上手に使って快適に図書館を利用しませんか？確認の方法は次のとおりです。 

・休館日・・・市報・ＨＰ・図書館だより・としょかんカレンダー・テレビ（ＮＢＣデジタル放送） 

・移動図書館日程・・・ＨＰ・図書館だより・テレビ（ＮＢＣデジタル放送） 

・図書館イベント・・・ＨＰ・テレビ（ＮＢＣデジタル放送）・図書館だより 

※ 図書館だより・としょかんカレンダーは館内、市役所ロビーに設置しています。 

貸出冊数について、何冊でも借りられます！      としょかんシネマ、はじまります！ 

 

 

              

 

 

 

 

                         

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                        1111    

2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    

9999    10101010    11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    

16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    

23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    

30303030                            

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

    １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    

７７７７    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    

14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    

28282828    29292929    30303030    31313131                

 

６月の６月の６月の６月の第２日曜日は、第２日曜日は、第２日曜日は、第２日曜日は、    

午後２時からに変更にな午後２時からに変更にな午後２時からに変更にな午後２時からに変更にな

ります。ります。ります。ります。 
            

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

４日（火） 上志佐小学校 調川中学校 

５日（水） 今福小学校 御厨中学校 

６日（木） 鷹島公民館・保育所 船唐津公民館  

鷹島支所 鷹島中学校 鷹島小学校 

7日（金） 青島小中・地区 

11日（火） 今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

12日（水） 調川小学校 調川公民館 

14日（金） 御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 志佐中学校 

18日（火） 上志佐小学校  

19日（水） 今福小学校  

20日（木） ひかりケ丘保育園 養源保育所  

福島中学校・福島養源小学校  

福崎会館 福島診療所 今福中学校 

21日（金）  飛島  

23日（日）  鷹島公民館・鷹島保育所 阿翁フェリー発着所  

鷹島支所 殿ノ浦集会所 船唐津公民館 

25日（火）  今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

26日（水）  調川小学校 調川公民館  

28日（金）  御厨小学校 御厨公民館  志佐小学校 

場所／おはなしのへや 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

松浦市立図書館 ☎0956-72-4677 

              〒859-4501 松浦市志佐町浦免 1483-1  

ホームページ  

https://www.city-matsuura.jp/library/index.html 

第１～第４日曜日  ＊予定は変更になる場合があります。 

 

６６６６月月月月の予定の予定の予定の予定 1111１時～＜１時～＜１時～＜１時～＜２２２２日日日日・・・・１６１６１６１６日・日・日・日・２３２３２３２３日日日日＞＞＞＞    
2222 時～＜９時～＜９時～＜９時～＜９日日日日＞＞＞＞    

ボランティアによるおはなし会です。 

移動図書館きらきら号＜６月＞巡回日

カレンダー 

６６６６月月月月    ７７７７月月月月    

トピックス 

じ かじ かじ かじ か んんんん    ／／／／    ６６６６がつがつがつがつ２９２９２９２９にちにちにちにち（（（（どようびどようびどようびどようび））））ごごごごごごごご２２２２じじじじ～（６０～（６０～（６０～（６０ぷんぷんぷんぷん））））    

さくひんさくひんさくひんさくひん    ／／／／    『おしりたんてい『おしりたんてい『おしりたんてい『おしりたんてい    １１１１    ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！    おしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょう！！！！』』』』 

おはなしおはなしおはなしおはなし    ／／／／    かいとうＵとなのる おおどろぼうから「はくぶつかんのめがみのマフラーをいた

だく」とのよこくじょうが・・・！    

としょかんシネマ＜６月＞

おねがい ・ お知らせ 

どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも無料無料無料無料
むりょう

でででで 入 場入 場入 場入 場
にゅうじょう

できるできるできるできる映画館映画館映画館映画館
え い が か ん

です。どうぞです。どうぞです。どうぞです。どうぞ、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽
き が る

におにおにおにおこしこしこしこしくだくだくだください。さい。さい。さい。    



◆特設コーナー「「「「    みずとはみずとはみずとはみずとはなんじゃ？なんじゃ？なんじゃ？なんじゃ？    」」」」    

私たちの生活に欠くことのできない「水」。時に脅威となり災害をもた

らすことも。文化、産業、資源・・・多様な水との私たちの暮らしにつ

いて、のぞいてみませんか？ 

◆企画展示コーナー 

「「「「は・ハは・ハは・ハは・ハ・歯のおはなし・歯のおはなし・歯のおはなし・歯のおはなし」」」」６月４日は虫歯予防デー。今年も集めています！ 

「「「「健康健康健康健康づくりづくりづくりづくりチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ期間期間期間期間」」」」 健康づくりお役立ち本を特集しています。 

    

この他にもこの他にもこの他にもこの他にも・・・・・・・・・・・・「各賞受賞作品、映像化作品」など話題作、読み聞かせに

ぴったりの本を集めたコーナーも常設しています。 

※この他にも届いています。予約・リクエストもできますので、カウンターまでお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                               

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『メモのメモのメモのメモの魔力魔力魔力魔力』』』』（前田裕二／著 幻冬舎 2018 年刊） 

「メモを取る」という行為について大半の方は記録を取るということを思い浮かべられると思いますが、この

本では記録としてのメモではなく知的生産のためのメモの取り方を解説しています。メモを第２の脳として活用

し、またメモによって鍛えられる複数のスキルを向上させることによって色々なアイデアを生み出すことにつな

がってゆき、仕事や勉強の効率を上げることが望めるでしょう。巻末には自分を知るための自己分析１０００問

が特別付録として掲載されていますので、自分の人生が向かうべき道を示す軸をみつけてみませんか？ 

雨の多い季節になりました。災害の

心配など過ごしにくくもありますが、

雨のなかに咲くあじさいには毎年う

っとりしてしています。また、テレビ

やスマホをオフにして、窓の外の雨音

に耳を傾けるのもなんとも心地よい

ものです。そして手元には１冊の本

を。一人の時間から広がる想像と知の

世界をおもいっきり満喫しません

か？ 

きらポンの雨

の 日 の 過 ご し

方、ぜひおため

しあれ！ 

 
新着本から 

企画展示 

この一冊 

一般書一般書一般書一般書【【【【読み物読み物読み物読み物】】】】    

・生まれ変わり     ケン・リュウ／著 早川書房 

・台湾、ローカル線、そして荷風  

川本三郎／著 平凡社 

・鬼役 ２６ 金座      坂岡 真／著 光文社 

・絶望書店       頭木弘樹／著 河出書房新社 

・バシレウス 呂不韋伝    塚本青史 ＮＨＫ出版 

・シルバー川柳 笑いあり、しみじみあり、大安吉日編  

みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 

 

一般書【その他】    

・ドローンハンドブック    森 健司／著 玄光社 

・頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習  

志村和久／著 イースト・プレス 

・大学選び大百科 ２０１９完全保存版  

プレジデント社 

・マルコム X 伝説を越えた生涯 上・下  

マニング・マラブル／著 白水社 

・はじめてママの「からだとこころの悩み」お助ＢＯＯＫ 

竹内正人／著 世界文化社 

・住民主体の楽しい「通いの場」づくり「地域づくりによ

る介護予防」進め方ガイド    日本看護協会出版会 

 

児童書児童書児童書児童書【よみもの】【よみもの】【よみもの】【よみもの】    

・鹿の王 水底の橋 上橋菜穂子／著 KADOKAWA    

    

児童書児童書児童書児童書【そのた】【そのた】【そのた】【そのた】    

・ジュニア空想科学読本 １６  

柳田理科雄／著 KADOKAWA 

・うちの執事が言うことには  

高里 椎奈／著 KADOKAWA 

・作り直し屋 十年屋と魔法街の住人たち  

広嶋玲子／著 静山社 

・信じられない現実の大図鑑 １ 改訂版  

ＤＫ社／東京書籍 

・世界にはばたけ！明日の農業・未来の漁業 

１（大ヒット！野菜と米）・２（大ヒット！フルーツ）・

３（大ヒット！海産物）         教育画劇 

    

紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居    

・あ・そ・び・ま・しょ！ 新沢としひこ／著 童心社 

    

絵本絵本絵本絵本    

・ぼくはなきました くすのきしげのり 東洋館出版社 

・ねえさんといもうと  

シャーロット・ゾロトウ／著 あすなろ書房 


