
●「夢を叶える図書館」展示・掲示しています！（～2 月中旬） 
昨年末に応募いただいたみなさんの「夢」と夢を叶えるお役立ち本など展示・掲示しています。図書館では、

夢だけでなく、皆さんの調べ物等に必要な情報を探すお手伝いをします。いつでもお問い合わせください。 

 

●家読活動推進事業講演会「不思議であっぱれな植物のはなし 

～植物の知恵と工夫を生き方のヒントに～」開催します！ 

植物はどんな環境でも生きるための巧みな知恵と工夫で進化してきました。 

その姿は私たちに様々なことを教えてくれます。 

身近な植物の不思議と驚きの生き方についてお話を伺います。 

日程／３月２２日（日）10：00～１２：00（開場 9：30） 

場所／生涯学習センターホール（２階） 

対象／一般 入場／無料 申込／不要 

※ 駐車場は市役所をご利用ください。 

 

 
 

作品「おしりたんてい ２  

ププッふめつのせっとうだん」（アニメ） 

対 象 ／ 子どもから大人まで 

日 時 ／ ２月 29（土）２時～（60 分） 

場 所 ／ 生涯学習センターホール（２階） 

参 加 ／ 無料・申し込みはいりません。 

 

インフルエンザ等が流行しています。 

図書館でも咳エチケットにご協力を 

お願いします。入口に、マスクと消毒液を 

設置しましたのでご利用ください。 

 

 

 

 

 

              

 

  Facebook はじめました！  みんなの「夢」集まりました！！ 
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２月 ３月 

お 知 ら せ 

ボランティアによるおはなし会です。 

＜2 月の予定＞ １１時～ 2 日・９日・16 日・23 日 

 

場所／おはなしのへや 

としょかんシネマ＜２月＞ 

月＞＞ 

 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

４日（火）  今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

５日（水）  調川小学校 調川公民館 

６日（木）  青島小中・地区 

７日（金）  御厨小学校 御厨公民館 

志佐小学校 志佐中学校 

10日（月） 上志佐小学校 調川中学校 

12日（水） 今福小学校 御厨中学校 

13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 

 

18日（火） 今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

19日（水） 調川小学校 調川公民館 

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） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

26日（水） 上志佐小学校 

27日（木） 今福小学校 

28日（金） 飛島 

移動図書館きらきら号＜２月＞巡回日

程 

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 

イ ベ ン ト 

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 

講師／田中修先生 

（甲南大学特別客員教授・名誉教授） 

 『植物はすごい』のほか著書多数。 

番組「ＮＨＫ子ども科学電話相談」の   

先生として大人気！ 



『日本の花を愛おしむ 令和の四季の楽しみ方』田中 修／著 中央公論新社 

身近にあってその美しい姿や色彩で私たちを癒し楽しませてくれる植物たち。困難な環境でも芽を出し花を咲か

せるその姿は、人生になぞらえらえれ励まされることもあります。植物たちは生きぬくために驚くような巧みな知

恵や工夫を凝らしているのです。また、昔から伝えられてきた人と植物との物語を知れば、その関係の深さがわか

ります。多数の著書やメディアでも人気の著者が、日本の花を植物学だけでなく様々な分野から美しいイラストと

ともに紹介します。外に出れば植物の不思議があふれています。植物についてちょっと知っていると、その景色は

さらに輝いてみえるはずです！春はすぐそこ。ぜひ、この一冊をどうぞ！！ 

 

※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 「神話を旅する」 

 国造りの神話にちなんで、世界各地に息づく神話に関する本を集めました。日

本の神様、インド、ギリシャ、北欧、ケルト、オリエント、そしてアイヌなど。

その魅力あふれる個性を楽しみながら神々の世界を旅してみませんか？ 

 

◆企画展示コーナー 
「2019 総ざらい」毎年好評のコーナーです。 
「不思議であっぱれな植物のはなし」 

3 月に講演会を開催する田中修先生の著書を中心に、 

楽しく気軽に植物を知り、楽しむことのできる本を集めました。 

「確定申告」今年もこの季節がやってきました。ぜひ、ご参考に。 
「垣根涼介特集」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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 

・水害＜浸水被害＞はどこで発生するのか、どうすれば

よいのか     鈴木 誠一郎／著 東京図書出版 

・池上彰と現代の名著を読む 池上 彰／著 筑摩書房 

【児童書 よみもの】 

・魔法のたいこと金の針  

茂市 久美子／作 あかね書房 

・魔天使マテリアル ２９ 破魔の聖女   

藤咲 あゆな／作 ポプラ社 

・怪盗レッド １７ 奇岩の城へ大潜入☆の巻  

秋木 真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・科学探偵ＶＳ．超能力少年（科学探偵謎野真実） 

佐東 みどり／作 朝日新聞出版 

【児童書 そのた】 

・ゆきのけっしょう   武田 康男／監修 岩崎書店 

・消防署図鑑      梅沢 真一／監修 金の星社 

・藤井旭の天文年鑑 20 年版  

藤井 旭／著 誠文堂新光社 

【絵本】 

・ちび竜          工藤 直子／文 童心社 

・しろいおひげなにたべた？  

ＭｉｙａＵｎｉ／さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・おれ、よびだしになる 中川 ひろたか／文アリス館 

 

【一般書 文学】 

・立夏の水菓子（たすけ鍼）  

山本 一力／著 朝日新聞出版 

・ホープ・レスリー  

キャサリン・マリアセジウィック／著 国書刊行会 

・妖たちの祝いの品は （妖怪の子預かります） 

廣嶋 玲子／著 東京創元社  

・わるじい慈剣帖 ２ これなあに  

風野 真知雄／著 双葉社 

・毎朝ちがう風景があった  

椎名 誠／著 新日本出版社 

【一般書 その他】 

・「育てにくい子」と感じたときに読む本  

佐々木 正美／著 主婦の友社 

・地域の寄り合い所また明日  

太田 美由紀／著 風鳴舎 

・「疲れない」が毎日続く！休み方マネジメント  

菅原 洋平／著 河出書房新社 

・精神科医がみた老いの不安・抑うつと成熟  

竹中 星郎／著 朝日新聞出版 

 

 

 

 

この一冊 

 
新着本から 

企画展示 

毎年、インフルエンザは私たちの健康を

脅かしましす。予防は「うがい、手洗い、

マスク」そしてしっかり食べて作る丈夫な

体。それでは「病気に負けないぞ」という

丈夫な心はどう作りましょう？体が「食事」

なら心は「食字」。なるほど、読書は字を読

み知識を得たり感動することで、生きる力、

豊かな心を育みます。この「食字」は図書

館協議会のＳさんの造語なのですが、さら

に「図書館は「食字」をするレストラン」

と話してくださいました。ステキです！ 

 


