
    

作品作品作品作品「「「「おまえおまえおまえおまえうまそうだなうまそうだなうまそうだなうまそうだな」」」」    （アニメ）（アニメ）（アニメ）（アニメ）    

対対対対    象象象象    ／／／／    子ども子ども子ども子どもからからからから大人まで大人まで大人まで大人まで    

日日日日    時時時時    ／／／／    １１１１月月月月２２２２5555（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～（（（（88889999 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。    

●講演会●講演会●講演会●講演会をををを開催します！開催します！開催します！開催します！    

「「「「つながる市民、つながる図書館つながる市民、つながる図書館つながる市民、つながる図書館つながる市民、つながる図書館    

～～～～図書館と教育機関、図書館と教育機関、図書館と教育機関、図書館と教育機関、行政行政行政行政、広域連携の可能性～、広域連携の可能性～、広域連携の可能性～、広域連携の可能性～」」」」    

講師／内野 安彦（ライブラリアンコーディネーター） 

日時／1 月 19 日（日）２時～3 時３０分 

場所／生涯学習センターホール（2F） 

※駐車場は市役所をご利用ください。 

申込／不用 参加無料    

    

●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。「松高生チョイスコーナー」もあり

ますよ！ささやかな「おまけつき」です。ぜひ、おためしく

ださい。開催／１月１９日（日）まで 

 

●●●●「「「「おびコン！おびコン！おびコン！おびコン！2019201920192019」結果発表」結果発表」結果発表」結果発表！！！！    

☆最優秀賞 梶原 翔さん（調川中学校） 

☆優秀賞 浜田 愛菜さん（調川中学校） 

応募総数 28 点 

授賞作品は、市立図書館、公民館、小中

学校でご覧いただけます。 

●●●●「渾身の「渾身の「渾身の「渾身の一行コンテスト一行コンテスト一行コンテスト一行コンテスト」」」」結果発表！結果発表！結果発表！結果発表！    

☆優秀賞 

「天然ってどこまでが天然なのか？」 

（作／るる さん）    

あなたはこの一行で何を想像しますか？ 

 

次のイベントにもたくさんの方が参加し

てくれました。ありがとうございました。 

「ごちそうアジフライ」26 件 

「あいうえお作文」４５件 

「ぬいぐるみおとまり会」7 組    

 

 

 

              

 

  今年も皆さまのご来館をお待ちしています！ Facebook はじめました！ 

 

      

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

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        

1111 月月月月    

 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

7日（火） 今福公民館 

星鹿公民館 星鹿港広場 

8日（水） 星鹿小学校 

９日（木） 青島小中・地区 

10日（金） 調川小学校 調川公民館 

14日（火） 御厨小学校 御厨公民館 

志佐小学校 志佐中学校 

15日（水）上志佐小学校 調川中学校 

16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 

17日（金）今福小学校 御厨中学校 

21日（火）今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

22日（水） 調川小学校 調川公民館 

23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 

24日（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

28日（火） 上志佐小学校 

29日（水） 今福小学校 

31日（金） 飛島 

２２２２月月月月    

お 知 ら せ 

としょかんシネマ＜1２月＞ 

ボランティアによるおはなし会です。 

＜＜＜＜１１１１月月月月の予定の予定の予定の予定＞＞＞＞    １１時１１時１１時１１時～～～～    ５５５５日日日日・・・・１９１９１９１９日日日日・・・・26262626 日日日日    

                                        14141414 時～時～時～時～    12121212 日日日日 

    

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 

カレンダー 

＊予定は変更になる場合があります。 

トピックス 

移動図書館きらきら号＜１月＞巡回日

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 

イ ベ ン ト 



「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ／著「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ／著「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ／著「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」ブレイディみかこ／著    新潮社新潮社新潮社新潮社    

フィクション本大賞受賞作。とにかく面白い！現在のイギリスの（ひいては世界の？）リアルな縮図を、元・底

辺中学校に通う著者の息子の日常を通じて垣間見ることができる一冊です。 

※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。 

◆特設コーナー 「「「「大河を大河を大河を大河をたどるたどるたどるたどる」」」」    

大河ドラマ（ＮＨＫ）の主人公を大河ドラマ（ＮＨＫ）の主人公を大河ドラマ（ＮＨＫ）の主人公を大河ドラマ（ＮＨＫ）の主人公を本で本で本で本でたどりますたどりますたどりますたどります。。。。    

    あなたのあなたのあなたのあなたの心に残る作品は何心に残る作品は何心に残る作品は何心に残る作品は何ですか？ですか？ですか？ですか？ 

  

◆企画展示コーナー 

「「「「しのぶしのぶしのぶしのぶー新しい時代に感謝を込めてー」」」」    

2019 年に逝去された方の著書、関連本を集めました。それぞれの活躍の

中に生まれた「言葉」を新しい時代のヒントにしませんか？ 

「垣根「垣根「垣根「垣根涼涼涼涼介介介介特集特集特集特集」」」」    

ミライ on 図書館での講演会開催に合わせて特集しています。作品を満喫し

て、講演会に参加してみませんか？ 

「「「「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」」」」    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

  

 

 

 

【【【【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】    

・天保の虹（白虎魔記）       齊藤 洋／作 偕成社 

・恋って何ですか？ 27 人がすすめる恋と愛（14 歳の世渡

り術）       河出書房新社／編 他 河出書房新社 

・グレッグのダメ日記 ぶっこわしちゃえ  

ジェフ・キニー著／ポプラ社 

・異能力フレンズ １ スパーク・ガールあらわる！ 

令丈 ヒロ子／作 講談社 

    

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

・土木のずかん 災害に備えるわざ  

速水 洋志／共著 他 オーム社 

・英語、苦手かも…？と思ったときに読む本（14 歳の世渡り術）

デイビット・セイン／著 河出書房新社 

・作って遊ぶ！忍者になるおもちゃ図鑑  

木村 研／著 講談社ビーシー 

・試合で勝てる！小学生の空手上達のコツ５０ 新版 

香川 政夫／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 

    

【【【【絵本絵本絵本絵本】】】】    

・講談えほん           石崎 洋司／文 講談社 

 大岡越前 しばられ地蔵 

 宮本武蔵 山田真竜軒 

西行 鼓ケ滝 

・おしょうがつのかみさま おくはら ゆめ／作 大日本図書 

・おとうさんのこわいはなし  

かとう まふみ／作・絵 岩崎書店 

この一冊 

企画展示 

【【【【一般書一般書一般書一般書    文学文学文学文学】】】】    

・魔法使いと最後の事件     東川 篤哉／著 文藝春秋  

・チンギス紀 ６ 断金       北方 謙三／著 集英社 

・わるじい慈剣帖 １ いまいくぞ  

風野 真知雄／著 双葉社 

・役に立つ古典                安田 登／著 ＮＨＫ出版 

・しらふで生きる 大酒飲みの決断  町田 康／著 幻冬舎 

・タスキメシー箱根               額賀 澪／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】】】】    

・パワーアップ吹奏楽！楽器のメンテナンス  

ヤマハアトリエ東京／監修 ヤマハミュージックエンターテ

インメントホールディングス 

・パパ離乳食はじめます。  

本田 よう一／著 女子栄養大学出版部 

・あて字の素性 常用漢字表「付表」の辞典  

田島 優／著 風媒社 

・世界のコンサートマスターは語る  

音楽の友／編 音楽之友社 

・あっぱれ折り紙 切らずに一枚で折る十二支  

フチモト ムネジ／著 エムディエヌコーポレーション 

・いっしょにね！！          クリエイツかもがわ 

 いっしょにね！！障がいのある子もない子も大人たちも輝く

ために                田中 智子／編著 

わたしの妹                         高田 美穂／文 他 

ゆうくん                          高田 美穂／文 他 

『「毎日を私の一番若い日」として

輝いて生きる。』 

また歳をとってしまった…明日は

また 1 日歳を取るのですから今日よ

り若くなる日はありません。というこ

とは、今が一番若いのです。  

『歳を取ることは悲しいことでは

ない。新しい何かにチ

ャレンジして、いつも

輝いていよう。』 

『』は（「置かれた場所で咲きなさい」

渡辺和子／幻冬舎）より 

 
新着本から 


