
作品作品作品作品「「「「ムーミン谷とムーミン谷とムーミン谷とムーミン谷とウインターワンダーウインターワンダーウインターワンダーウインターワンダーランドランドランドランド」」」」        

対対対対    象象象象    ／／／／    一般一般一般一般        

日日日日    時時時時    ／／／／    １２１２１２１２月月月月２１２１２１２１日日日日（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～（（（（86868686 分）分）分）分）    

場場場場    所所所所    ／／／／    生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）    

参参参参    加加加加    ／／／／    無料無料無料無料・・・・申し込みは申し込みは申し込みは申し込みはいりません。いりません。いりません。いりません。    

絵本作家西平あかねさん講演会絵本作家西平あかねさん講演会絵本作家西平あかねさん講演会絵本作家西平あかねさん講演会をををを    

開催しました。（開催しました。（開催しました。（開催しました。（11111111 月月月月 17171717 日）日）日）日） 

これは教育委員会や図書館が平成３０年度から「家

読活動推進事業」の一環として実施しているもので、

当日は親子連れや一般の方など約５０人が参加しまし

た。西平さんによる人気作「おばけのコックさん」な

どの読み聞かせや、今回の講演のために考えたという

絵本のキャラクターの絵描き歌を披露、絵描き歌には

子どもたちも参加して楽しみました。また、作品が誕

生したエピソードやこれから出版予定の作品の制作風

景を写真で紹介しながらのお話は、大人にとっても興

味深い 1 時間でした。   

最後は、色紙が

もらえるじゃん

けん大会、子ども

も大人も真剣勝

負！ 

たくさんのご

来場ありがとう

ございました。 

●年末年始の休館は年末年始の休館は年末年始の休館は年末年始の休館は次の次の次の次のとおりですとおりですとおりですとおりです。。。。    

                        １２月１２月１２月１２月２２２２8888 日（日（日（日（土土土土）～１月４日（）～１月４日（）～１月４日（）～１月４日（土土土土））））    

休館中の図書の返却は、返却口（生涯学習センター入口自動扉

右側）へお願いします。紙芝居などポストに入らない本は、開

館時間に直接カウンターへ返却してください。 

１月５日（日）から通常どおり開館します。 

●あいうえお●あいうえお●あいうえお●あいうえお作文作文作文作文        

展示／１２月２７日（金）まで 

●●●●第第第第２２２２回小学生が回小学生が回小学生が回小学生がえらぶえらぶえらぶえらぶ！！！！””””こどものこどものこどものこどもの本本本本””””総選挙総選挙総選挙総選挙    

投票受付中投票受付中投票受付中投票受付中！！！！    投票／1 月１２日（日）まで    

●本の福袋、貸し出します！●本の福袋、貸し出します！●本の福袋、貸し出します！●本の福袋、貸し出します！    

本の福袋には、図書館スタッフや利用者の方おすすめの本が

３冊前後入っています。 ぜひ、おためしください。 

開催／12 月２１日（土）から１月１９日（日）まで 

 

 

 

              

 

  年内は 12 月 27 日（金）まで開館します！良いお年を！！ 

 

      

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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                    

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    11114444    15151515    16161616    17171717    18181818    

19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    

26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    31313131        

としょかんシネマ＜1２月＞ 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

２日（月） 青島小中学校・地区 

３日（火） 上志佐小学校 調川中学校 

４日（水） 今福小学校 御厨中学校 

５日（木）  フェリー発着所（阿翁） 

鷹島公民館・保育園 

     舩唐津漁民センター 鷹島支所  

鷹島中学校・鷹島小学校 

６日（金） 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

志佐中学校 

９日（月） 調川小学校 調川公民館  

１０日（火） 今福公民館 

御厨小学校 御厨公民館 

１１日（水） 上志佐小学校 志佐小学校 

１２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 

１３日（金） 今福小学校 

１７日（火）  星鹿小学校  

１８日（水） 調川小学校 

１９日（木）  御厨小学校 志佐小学校 

２０日（金） 飛島  

２４日（火） 今福公民館  星鹿公民館 星鹿港広場 

２５日（水） 調川公民館 

２７日（金） 御厨公民館  

お 知 ら せ 

ボランティアによるおはなし会です。 

場所／おはなしのへや 

12121212 月月月月    1111 月月月月    

移動図書館きらきら号＜１２月＞巡回

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

＜＜＜＜１１１１２２２２月月月月の予定の予定の予定の予定＞＞＞＞    １１時１１時１１時１１時～～～～    １１１１日・日・日・日・８８８８日・日・日・日・２２２２２２２２日日日日    

10101010 時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    15151515 日日日日((((クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会)))) 

    

カレンダー 

イ ベ ン ト 

＊予定は変更になる場合があります。 

トピックス 

松浦市立図書館 〒859-4501 松浦市志佐町浦免 1483-1 

        ☎0956-72-4677 

ホームページ  

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



『『『『ヤットコヤットコヤットコヤットコスットコ女旅スットコ女旅スットコ女旅スットコ女旅』』』』（室井 滋／著 小学館） 

運がいいのか悪いのか室井さんの旅にはハプニングがいっぱい。短く完結した構成でさっと読めます。富山愛多

めのくすっと笑える旅エッセイ 67 連発！「お邪魔じゃなければ連れてって」旅グッズも紹介されています。元気

がでる本なのでぜひ読んでみてください。（Ｓ） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

  

 

 

 

今年も大変お世話になりました。 

平成から令和へ・・・、新しい時代へ日本中が

希望を胸にした一年でした。しかし人間がつくり

だした悲惨なニュースは絶えることがありませ

ん。いま私たちはどのような情勢の中に暮らして

いるのでしょう。自分の考えを持ったり、社会を

ともに生きているもの同志が理解しあえるには、

どうしたらよいのでしょう。 

例えば本は書いた人が読む人に何かを伝えよう

とするものです。人には感動する心があります。

感動は共感するからこそ生まれ、お互いを理解す

ることができます。 

みなさんの新しい年が感動にあふれますよう

に・・・。みなさんの感動が共感しあって、平和

な世界になりますように・・・。 

 

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

・エンマ先生の怪談帳 霊の案件で放課後は大いそがし！ 

池田 美代子／作 講談社 

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １２ 廣嶋 玲子／作 偕成社 

・浜村渚の計算ノート ２ 青柳 碧人／作 講談社 

・森のクリーニング店シラギクさん  

高森 美由紀／作 あかね書房 

・菜の子ちゃんとマジムンの森（日本全国ふしぎ案内４） 

富安 陽子／作 福音館書店 

【【【【児童書児童書児童書児童書    そそそそのた】のた】のた】のた】    

・レギュラーになれないきみへ  

元永 知宏／著 著岩波書店 

・ぽかぽかゆずおふろ（はじめての行事えほん）  

すとう あさえ／文 ほるぷ出版 

・博物館のプロのスゴ技で自然を調べよう １・２・３ 

小川 誠 他／共著 少年写真新聞社 

・日本と世界のランキング大事典    くもん出版 

【【【【絵本絵本絵本絵本】】】】    

・はたらくくるまたちのクリスマス シェリー・ダス

キー・リンカー／文 ひさかたチャイルド 

・おしょうがつバス 藤本 ともひこ／作 鈴木出版 

・あめふりぼうず   せな けいこ／作 金の星社 

【【【【一般書一般書一般書一般書    文学文学文学文学】】】】    

・風神雷神 Juppiter,Ａeolus （上・下）  

原田 マハ／著 ＰＨＰ研究所 

・ネプチューンの影  

フレッド・ヴァルガス／著 東京創元社 

・カエルの小指（詐欺師シリーズ） 

道尾 秀介／著 講談社 

・三人寄れば無礼講  

清水 ミチコ／著 中央公論新社 

・いもうと        赤川 次郎／著 光文社 

・シャガクに訊け！     大石 大／著 光文社 

・人間       又吉 直樹／著 毎日新聞出版 

・狗 童子の島      飯嶋 和一／著 小学館 

【【【【一般書一般書一般書一般書    その他その他その他その他】】】】    

・クリスマスのハンドメイドＢＯＯＫ ブティック社 

・今、着たい服に作り直すきものリメイク  

セブン&アイ出版 

・すぐわかる正倉院の美術 改訂版  

米田 雄介／著 東京美術 

・ＤＩＹでコーヒーを楽しむ本     学研プラス 

・渋沢栄一人間の礎    童門 冬二／著 集英社 

 

◆特設コーナー 「「「「冬支度冬支度冬支度冬支度～～～～冬をあたた冬をあたた冬をあたた冬をあたたかくかくかくかく」」」」    

        年賀状に、大掃除に、ごあいさつ。わかっているのに毎

年慌ててしまうこの季節・・・。「本なんか読んでる場合じ

ゃない！」とお思いかもしれませんが、こんな時に役立つ

本、読んでほしい本、集めました！ 

  

◆企画展示コーナー 

「「「「あったかいねあったかいねあったかいねあったかいね・・・・・・・・・・・・」」」」        

「この地球で「この地球で「この地球で「この地球で私たちが暮らすこと私たちが暮らすこと私たちが暮らすこと私たちが暮らすこと」」」」    

「「「「太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年」」」」    

「「「「ぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまり会会会会」」」」    

    

    

 

 

この一冊 

企画展示 

 
新着本から 


