
 

中  止 

●「おびコン！２０２０」作品募集 

「おび（帯）」とは、本に巻かれている帯状の印刷物。キャッチ

コピーなどで本の魅力をＰＲするものです。 

 対象：一般（子ども～大人）募集締切：8 月 30 日（日）必着 

 応募方法：応募用紙等に必要事項を記入の上、松浦市立図書館

または移動図書館車（きらきら号）に提出 

     ※応募用紙は図書館またはきらきら号に設置 

 審査：図書館利用者等による投票 

    ※投票期間 9 月１２日（土）～11 月 3 日（火） 

 発表：令和 2 年 11 月（予定） 

 表彰：優秀賞・最優秀賞 ※賞状と副賞があります！ 

●図書を移動中です。 
  使いやすく楽しい本棚になるように見直しを行っています。お探しの 

 本が見当たらないときは、お声がけください。 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

 ２日（火） 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

 ３日（水） 調川小学校 調川公民館 

 ４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 

 ５日（金） 御厨小学校 御厨公民館  

       志佐小学校 志佐中学校 

 ９日（火） 今福公民館  

       上志佐小学校 調川中学校 

１０日（水） 今福小学校 御厨中学校 

１２日（金） 青島小中学校・地区 

１６日（火） 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場   

１７日（水） 調川小学校 調川公民館  

１８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 

１９日（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校  

２３日（火） 今福公民館 上志佐小学校  

２４日（水） 今福小学校   

２６日（金） 飛島 

３０日（火） 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

 

 

 

              

 

  ・図書を移動しました。 ・今年もやります「おびコン！2020」作品募集中！ 

 

       

  

  

     

  

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

  

  

     

 

 

  

   

 

 

 

 

 

            

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

移動図書館きらきら号＜６月＞巡回日

程 

６月 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

カレンダー  

リレーおはなし会 

 中  止 

お 知 ら せ 

としょかんシネマ＜６月＞ 

 

●以下に該当する場合は自主的に利用は見合 

 わせてください。 

 ・体調がよくない場合、身近な人に感染が 

 疑われる方がいる場合、14 日以内に入国 

 制限、入国後の観察期間を必要とされてい 

 る国、地域等へ渡航又は当該在住者と濃厚 

 接触がある場合 

●図書館をご利用の前後は手指消毒を、館内 

 ではマスクの着用をお願いします。 

●机・イスの利用、閲覧、貸出・返却等の際 

 は、可能な限り人と人との距離を空けてく 

 ださい。 

新型コロナウイルス感染症 

拡大防止に伴うお願い 

 

トピックス 

サービスの一部中止について 
＜期間＞当面の間 

＜中止するサービス＞ 

・おはなしのへやの利用 

・対面でのレファレンスサービス 

７月 

＊休館などの図書館に関する情報は、市報、ホームページ、ＮＢＣデータ放送、フェイスブックでご覧いただけます。＊ 

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 

 

●「松浦市読書活動推進計画」キャッチフレーズ募集 
 読書活動推進のためのキャッチフレーズを募集します。 

 対象：どなたでも  

 募集期間：７月１日（水）～8 月 30 日（日）※必着 

      （郵送は当日消印有効） 

 応募方法：応募用紙等に必要事項を記入の上、松浦市立図書館 

      に提出（持参、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール） 

      ※応募用紙は図書館に設置（ホームページからもダ 

       ウンロードできます） 

 発  表：令和 2 年 11 月（予定） 

 表  彰：最優秀賞※賞状と副賞（図書カードまたはクオカード） 

生涯学習課からお知らせ 



※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 

「読んでみよう 教科書にのっている本」 

  教科書に掲載されたり、紹介された本などを集めています。 

  子ども時代を思い出しながらお楽しみください。 

  市内小中学校で使われている教科書も展示しています 

  （館内のみ）。 

◆企画展示コーナー 

「がんばる身体のための食事と運動の本」 

 いつもの暮らしが危機的な状況にさらされています。日ごろからの 

 病気に負けない身体づくりについてわかりやすく紹介した本を特集。 

 「小学生が選ぶ“こどもの本”総選挙」結果発表！ 

 人気がありすぎてなかなか図書館の本だなにならばない本ばかり！ 

 そこで、かんたんに予約できるコーナーつくりました！ 

 カウンター前にありますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

       『パラグアイの伝統手芸 はじめてのニヤンドゥティ』  

                   千森 麻由／著 ｒｅｐｉｃｂｏｏｋ 2020 年発行 

 「ニヤンドゥティ」何だか口に出して言いたくなりませんか？ニヤンドゥティ、ニヤンドゥティ、ニヤンドゥティ…。

噛まずに言える自信がありません。 

 ニヤンドゥティは早口言葉ではなく、実はパラグアイの伝統手芸のこと。南米の伝統手芸って想像も出来ませんでし

た。でも、この本の表紙の色鮮やかさに目を奪われてしまいました。とっても素敵！ニヤンドゥティは、”刺繍”のよう

に刺し、”織物”のように模様を織るレース刺繍のことだそう。不器用な私に出来るかまだ分かりませんが、本を眺め

るだけでも幸せな気持ちになれそうです。 

 器用な方はぜひ作ってみて下さい。不器用な方は、私と同じく眺めるだけでもおすすめです。（Ｔ） 

 全国の緊急事態宣言が解除され、新し

い生活様式を実践する日々がはじまりま

した。慣れないうちは不自由さを感じて

しまい何かとストレスになりそう…。そ

んな時は超シンプルに、読書といきまし

ょう！新しい生活様式は、本を読む機会

が増える生活様式かも知れません。 

 さて、出番でしょうか？！当図書館に

は、皆さまの本のある暮らしをお手伝い

したいおせっかいなスタッフがそろって

います。何かありましたら 

お問い合わせください。  

 

 

 

企画展示 

・えんそくのおばけずかん おいてけバスガイド 

             斉藤 洋／作 講談社 

・都会（まち）のトム＆ソーヤ 外伝 16.5 魔女が 

 微笑む夜   はやみね かおる／著 講談社 

【児童書 そのた】 

・オリンピックパラリンピックのスゴイ話 

 ライバル・友情編  大野 益弘／著 ポプラ社 

・わたしの外国語漂流記 未知なる言葉と格闘した 

 25 人の物語（14 歳の世渡り術） 

        河出書房新社／編 河出書房新社 

・身近な生き物淡水魚・淡水生物  

         さいたま水族館／監修 汐文社 

 ２ 田んぼ・まち編  ３ きれいな水編 

・浅井長政 （コミック版日本の歴史戦国人物伝） 

          加来 耕三／企画 ポプラ社 

【絵本】 

・はたらくくるまたちとちいさなステアちゃん 

 シェリー・ダスキー・リンカー／文 ひさかたチ 

 ャイルド 

・くろくんとふしぎなともだち  

        なかや みわ／さく・え 童心社 

・ねずみくんはめいたんてい（ねずみくんの絵本）  

         なかえ よしを／作 ポプラ社 

この一冊 

【一般書 文学】 

・万国菓子舗お気に召すまま ８ 雪の名前と甘いレモン 

 コンポート      溝口 智子／著 マイナビ出版 

・暗やみの中で一人枕をぬらす夜は  

              ブッシュ孝子／著 新泉社 

・いかがなものか       群 ようこ／著 集英社 

・絆創膏日記    東田 直樹／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

【一般書 その他】 

・新型コロナウイルス対策手作りマスクＢＯＯＫ  

          国際情勢研究会／編 ゴマブックス 

・アスリートのメンタルケア  

             内田 直／編著 大修館書店 

・花屋さんに並ぶ植物がよくわかる「花」の便利帖  

         深野 俊幸／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・３６５日でわかる世界史    

           八幡 和郎／著 清談社 Publico 

・とっておき手づくりジャム  池宮 理久／著 創森社 

・図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 

           亀田 高志／著 エクスナレッジ 

 

【児童書 よみもの】 

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １３ 廣嶋 玲子／作 偕成社 

 

 
新着本から 


