
※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 星鹿公民館 星鹿港広場 

 ５日（水） 御厨公民館 調川公民館 

 ６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 

 ７日（金） 青島小中学校・地区 

 ９日（日） 鷹島小学校 鷹島中学校 

１８日（火） 今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

１９日（水） 御厨公民館 調川公民館  

２０日（木） ひかりケ丘保育園 養源保育所 

       福崎会館 福島診療所  

２１日（金） 福島中学校 福島養源小学校 

２８日（金） 飛島 

 

 

 

              

 

・「おびコン！2020」「キャッチフレーズ」作品募集中！ ※募集締切：8 月 30 日 

 

       

  

  

     

  

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

  

  

     

 

 

  

   

 

 

 

 

 

            

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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      

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    

作品／「 皇帝ペンギン ただいま 」 

日時／8 月 22 日（土） 午後２時～（８５分） 

場所／生涯学習センターホール（２階）参加／無料 申込／不要 

移動図書館きらきら号＜８月＞巡回日

程 
休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

●「青少年読書感想文全国コンクール」 
＊小学校(低学年) 

山のちょうじょうの木のてっぺん ／ おれ、よびだしになる 

タヌキのきょうしつ ／ ながーい５ふん みじかい５ふん  

＊小学校(中学年) 

青いあいつがやってきた！？ ／ ねこと王さま  

ポリぶくろ、１まい、すてた  

北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 

＊小学校(高学年) 

ヒロシマ 消えたかぞく ／ 月
るな

と珊瑚
さ ん ご

 ／ 飛ぶための百歩 

風を切って走りたい！：夢をかなえるバリアフリー自転車 

＊中学校の部 

天使のにもつ ／ 11 番目の取引 

平和のバトン：広島の高校生たちが描いた 8 月 6 日の記憶 

＊高等学校の部 

廉太郎ノオト ／ フラミンゴボーイ 

キャパとゲルダ：ふたりの戦場カメラマン 

カレンダー 

リレーおはなし会  

2 日(日)11 時～  9 日(日)１４時～ 

 16 日(日)11 時～  23 日(日)11 時～ 

  

 

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 

お 知 ら せ 

トピックス 

         ●課題図書の利用について 利用
り よ う

が集 中
しゅうちゅう

するため、次
つぎ

のとおりとします。 

貸出
かしだし

冊数
さっすう

／１冊
さつ

 貸出
かしだし

期間
き か ん

／８日間
にちかん

 ※延長
えんちょう

はできません。※予約
よ や く

は１冊
さつ

まで。 

 ＜コンクール＞・青少年読書感想文全国・長崎県読書感想文・西日本読書感想画 

としょかんシネマ

＜８月＞ 

●「長崎県読書感想文コンクール」 
 ＊小学校(低学年) 

 いろいろ１ねん ／ クマですが、イヌです 

がんばれ、アンズ！：けいさつ犬になったトイプ―ドル 

ぼうけんは バスにのって 

＊小学校(中学年) 

ぼくたちのだんご山会議 ／ 嵐をしずめたネコの歌 

ハートウッドホテル１：ねずみのモアと秘密のドア 

ルビとしっぽの秘密 

＊小学校(高学年) 

兄ちゃんは戦国武将！ ／ ぼくと賢おじさんと山の学校 

ぼくらがつくった学校：大槌の子どもたちが夢見た復興のシンボル 

冒険は月曜の朝 

 

  

８月 ９月 

●「西日本読書感想画コンクール」 
＊小学校(低学年) 

かんけり ／ ないしょのオリンピック ／ まっていたてがみ 

まほうのさんぽみち ／ まめまめくん ／ ロバのｼﾞｮｼﾞｮとおひめさま  

＊小学校(中学年) 

きょだいなガチャガチャ ／ とんでいった ふうせんは 

魔法の庭ものがたり：100 年ハチミツのあべこべ魔法 

ヤマネコとウミネコ ／ やんばるの少年 ／ 妖精のカレーパン 

＊小学校(高学年) 

あぐり☆サイエンスクラブﾞ：春 まさかの田んぼクラブﾞ!? 

空とぶのらネコ探検隊：キジムナーと乗っとられたのら号 

ﾅﾝｼｰ探偵事務所 呪いの幽霊屋敷 ／ みんなとちがうきみだけど

妖怪道中三国志 炎の風吹け妖怪大戦  

ぼくと賢おじさんと山の学校   

＊中学生の部 

フラダン ／ 星くずクライミング ／ ローズさん 



※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 

「自由研究・工作 感想文・作文のかきかた」 

  夏です。「今年はなにをつくろうかな？」「なに読もうかな？」「今年こ 

 そ早めに終わらせるぞ！」とお考えのみなさまへ、お役立ちの本を取り 

 そろえました。 

◆企画展示コーナー 

「まつうらぐらし」コロナ禍で暮らしの形が見直され変わりつつ 

あります。そんな今「移住」をテーマに様々な本を集めました。 

松浦の魅力もりだくさんの各種資料もあわせてご紹介しています。  

「むし」クワガタ・カブト・ダンゴムシ・カマキリ…むしの絵本や図 

鑑、たくさんあつめました。４番書架横でご覧ください。 

「SDGｓ」わたしたちの未来のために行動しなくてはいけないこと 

 …。まずは 小さな一歩から、「知ること」 

 をはじめてみませんか？ 

 ※32 番書架に常設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

●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。（座席数を減ら 

 しています。） 

●長時間の利用はご遠慮ください。 

          『 カビの取扱い説明書 』  

浜田 信夫／著 KADOKAWA／発行 2020 年刊  

「……かび臭い？」祖父母の空き家を久しぶりに風通しした日のこと。おそるおそるカーペットを持ち上げる

と、フローリングが粉をまぶしたように白くなっていた。 

  そんな湿度高めな今おすすめする、この一冊。文化財を襲いスマホに潜む嫌われ者である一方、近年では      

チーズ、酒、熟成肉などグルメ界で大人気のカビ。薬の研究開発にも役立っている。挿絵もほんわかして        

かわいい。ひとしきりカビの世界に浸ったら、優しい気持ちで掃除がはかどる…かも。（M） 

【えほん】 

・こどもたちはまっている  

荒井 良二／著 亜紀書房 

・よい子れんしゅう帳  

おかべ りか／作 福音館書店 

・うみでなんのぎょうれつ？  

オームラ トモコ／作 ポプラ社 

 

【児童書 よみもの】 

・夜の小学校で      岡田 淳／作 偕成社 

・かいけつゾロリのレッドダイヤをさがせ！！ 

        原 ゆたか／さく・え ポプラ社 

・キャベたまたんていこふん時代へタイムスリップ

三田村 信行／著 金の星社 

【児童書 そのた】 

・虫のしわざ図鑑  

      新開 孝／文・写真 少年写真新聞社 

・小学生から始めるマンガ教室 

    すぎやま ゆうこ／監修・原作 大泉書店 

・モヤモヤそうだんクリニック  

          池谷 裕二／文 NHK 出版 

 

この一冊 

【一般書 文学】 

・ありふれた祈り       村山 由佳／著 集英社 

・すべて内なるものは  

        エドウィージ・ダンティカ／著 作品社 

・じんかん          今村 翔吾／著 講談社 

・人間の義務         曽野 綾子／著 新潮社 

・三体２〔上・下〕黒暗森林  劉 慈欣／著 早川書房 

・死という最後の未来    石原 慎太郎／著 幻冬舎 

・美女ステイホーム  林 真理子／著 マガジンハウス 

 

【一般書 その他】 

・冷たい麺の本     みない きぬこ／著 枻出版社 

・会社に行きたくない。さて、どうする？  

        和田 秀樹／著 ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

・会ってみたくなる履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 22 年版  

福沢 恵子／著 成美堂出版 

・手作りしたいみんなの浴衣と甚平    ブティック社 

・ミニマリスト スマホの中を片付ける 

飯島 彩香／著 KADOKAWA 

・捨てない暮らし               宝島社 

  

 

 
新着本から 

新型コロナウイルス感染症 
拡大防止に伴うお願い 

 

企画展示 

＊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。＊ 


