
※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

 1 日（火） 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

 2 日（水） 調川小学校 調川公民館 

 3 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 

 4 日（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 志佐中学校 

 ８日（火） 上志佐小学校 調川中学校 

 ９日（水） 今福小学校 御厨中学校 

１１日（金） 青島小中学校・地区 

１５日（火） 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

１６日（水） 調川小学校 調川公民館 今福中学校 

１７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  

１８日（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

２４日（木） 上志佐小学校 

２５日（金） 今福小学校 

２６日（土） 飛島 

２９日（火） 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

３０日（水） 調川小学校 調川公民館  

 

 

 

              

 

 ・「おびコン！」投票開始！（9/12～）・利用してみませんか？「とりよせくん」 

 

       

  

  

     

   

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

  

  

     

 

 

  

   

 

 

 

 

 

            

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

作品／「すみっコぐらし  

       とびだす絵本とひみつのコ」（６６分） 

日時／９月１９日（土） ①１０時～ ②２時～ 

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＜９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 

９月のリレーおはなし会 

6 日(日)11 時～ 13 日(日) 2 時～ 

20 日(日)11 時～ 27 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 

トピックス 

としょかんシネマ＜９月＞ 

９月 10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。＊ 

午前と午後 
2 回上映します！ 

         ●ミライｏｎ図書館の新しいサービス「とりよせくん」について 

「とりよせくん」はミライｏｎ図書館のインターネット取り寄せ申し込みシステムです。ご自宅のパソコンやスマートフォン等から

申込ができます。詳しくは松浦市立図書館ホームページ「ご利用案内」または松浦市図書館まで問い合わせください。 

▶申し込みは？   ・松浦市立図書館ホームページトップページの「toriyosekun」のバナーまたは右記ＱＲコードからどうぞ。 

       ・松浦市立図書館の利用者カードが必要です。 

▶利用できる本は？ ・松浦市立図書館に所蔵していない本 

          ・ミライｏｎ図書館又は県立長崎図書館郷土課に在庫がある本  

▶受け取り場所は？ ・松浦市立図書館または松浦市立福島図書館 

▶本が届いたら？  ・受け取る図書館から連絡します。 

        ●「おびコン！2020」投票スタート！応募いただいた 86 点の作品を展示して「読みたい！」

と思う作品に投票してもらい最優秀賞、優秀賞を決定します。力作ぞろいの作品をぜひ鑑賞、投票してください！ 

・展示投票 ９月１２日（土）～９月１３日（日） 市民文化作品展会場（松浦市文化会館） 

      ９月１５日（火）～１１月３日（火） 松浦市立図書館 ※開館時間のみ 

・結果発表 １１月１５日（日）※市民文化祭舞台発表会中止のため、図書館及びホームページで発表  

お 知 ら せ 

イ ベ ン ト 

●講演会のお知らせ 

「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～」 

    講師／田中 修 氏（甲南大学特別客員教授・名誉教授） 

 日時／令和２年１０月３１日（土）午前１０時～１１時３０分 

 場所／生涯学習センターホール（２階）  

   

イベントは新型コロナ感染症の状況により中止、変更になる場合があります。 



※この他にも届いています。予約・リクエストができますので、カウンターまでお問い合わせ下さい。 

※新着一覧はホームページまたは検索機（館内）からご覧いただけます。 

◆特設コーナー 

「世界を旅する」 なかなか取り戻せない日常…。ならば世界旅行

気分で非日常を満喫しませんか？そこで、机上で旅する企画です。各種の

文学賞受賞作、ベストセラー、映画化された海外文学をど～んとご紹介！ 

◆企画展示コーナー 

「敬老の日 読書のすすめ」心豊かに生涯読書！ 

「大人の学びなおし」知的好奇心発動しましょう！ 

「どうぶつ と わたしたち」 
 ９月２０日から２６日は動物愛護週間です。 

 大切な命を守るために動物のこと、 

 もっと知りましょう。 

 

読みたい本が貸出中のときは予約しませんか？ 

本が届いたら連絡します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

●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。 

          『統計から読み解く ４７都道府県ランキング 消費・子供・スポーツ編』  

                         久保 哲朗／著 日東書院本社／発行 2020 年刊  

  突然ですが、去年ブームとなったといえばラグビー。では、男子高校生１００人あたりのラグビー部員数１位は

どこの都道府県ですか？と聞かれて、ラグビーに詳しい人なら「大阪府」と答えるかもしれません。答えはなんと

「長崎県」だったのです！ 

  確かに全国高校ラグビー選手権では、大阪は強豪校がとても多く、選手権に３校が出場できるという特例処置が

あるくらいラグビーが盛んな地域です。 

 この様に、統計から読み解くことによって、今までの漠然とした世の中の常識が覆るランキングが紹介されてい

ます。ぜひ読んで新しい発見をしてみませんか⁉（M） 

【えほん】 

・恐竜トリケラトプスとティラノきょうだい （恐竜だ 

 いぼうけん）  黒川 みつひろ／作・絵 小峰書店 

・ばけばけばけばけばけたくん おかしの巻 

         岩田 明子／ぶん・え 大日本図書 

・スマホをひろったにわとりは  

ニック・ブランド／さく マイクロマガジン社 

【児童書 よみもの】 

・時間割男子３ トラブルつづきの友情！ 

一ノ瀬 三葉／作 KADOKAWA 

・怪奇漢方桃印 いらんかね？退魔封虫散 

廣嶋 玲子／作 講談社 

・雨ふる本屋と雨かんむりの花 

             日向 理恵子／著 童心社 

【児童書 そのた】 

・わけあって絶滅しました。も～っと 世界一おもしろい絶滅し

たいきもの図鑑     丸山 貴史／著 ダイヤモンド社 

・ガリガリ君ができるまで 岩貞 るみこ／文 講談社 

・つめかみおばけ よしむら あきこ/作・絵 教育画劇 

・さかな博士のレアうま魚図鑑 

           伊藤 柚貴／著 日東書院本社 

この一冊 

【一般書 文学】 

・コロナ黙示録（チームバチスタシリーズ） 

                海堂 尊／著 宝島社  

・君に読ませたいミステリがあるんだ 

東川 篤哉／著 実業之日本社 

・チーム・オベリベリ     乃南 アサ／著 講談社 

・弱虫ペダル 映画ノベライズ  

      渡辺 航/原作 三萩 せんや／ノベライズ KADOKAWA 

・欲が出ました    ヨシタケ シンスケ／著 新潮社 

・わたしに無害なひと  チェ ウニョン／著 亜紀書房 

・いちねんかん（しゃばけ）   畠中 恵／著 新潮社 

・メイドの手帖   ステファニー・ランド／著 双葉社 

【一般書 その他】 

・ご当地おつまみ人気レシピ 

47 都道府県の簡単レシピ＆カップ酒が大集合！  

                     枻出版社 

・訳せない日本語   大來 尚順／著 アルファポリス 

・続 学校に行きたくない君へ  

全国不登校新聞社／編 ポプラ社 

・日本人はなぜ自虐的になったのか  

               有馬 哲夫／著 新潮社 

・チョンキンマンションのボスは知っている         

小川 さやか／著 春秋社 

 

 

 

  

 

 
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 


