
 

        ●「とりよせくん」について  
         ご自宅のパソコンやスマートフォン等からミライｏｎ図書館の本の利

用申し込みができます。詳しくは松浦市立図書館ホームページ 

「ご利用案内」または松浦市立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「toriyosekun」の 

バナーまたは右記ＱＲコードからどうぞ。 

 

●設備点検に伴うサービス停止のお知らせ  

11 月 21 日（土）は庁舎設備の点検のため、貸出、予約、検索の利用ができません。 

※資料（図書・ＡＶ）の閲覧および館内設置のパソコン、 コピーサービスは利用できます。 

 

 

              

 

  ・１０月２７日～１１月９日は読書週間です！ 

 

       

 

  

     

   

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

  

  

     

 

 

  

   

 

 

 

 

 

            

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 

としょかんシネマ＜10月＞ 

「ざんねんないきもの事典②」 
日時／１０月１７日（土）２時～（50 分） 

場所／生涯学習センターホール（２階） 

参加／無料 申込／不要 

※時間は HP または図書館でご確認ください。 

1 日(木) フェリー発着所(阿翁) 鷹島公民館・保育園 

     船唐津漁民センター 鷹島支所 

     鷹島中学校 鷹島小学校 

2 日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 志佐中学校 

6 日(火) 上志佐小学校 調川中学校 

7 日(水) 今福小学校 御厨中学校 

9 日(金) 青島小中学校・地区 

13日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

14 日(水) 調川小学校 調川公民館 

15 日(木) ひかりヶ丘保育園 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 

16 日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

20 日(火) 上志佐小学校 今福中学校 

21 日(水) 今福小学校 

22 日(木) 飛島 

27日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

28 日(水) 調川小学校 調川公民館 

30 日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

トピックス 

●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） 

   ※駐車場は市役所をご利用ください。  

申込／参加は無料ですが事前に図書館 

   に申し込んでください。 

●「おびコン！2020」投票中！ 
８6 点の作品を展示しています。「読みたい！」

と思う作品に投票してください。投票により最

優秀賞、優秀賞を決定します。 

・展示投票 １１月３日（火）まで   

・場所   図書館内 ※開館時間のみ 

・結果発表 １１月１５日（日）（予定） 

 ※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 

移動図書館きらきら号＜10月＞巡回日

程 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

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。 

カレンダー  

11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。＊ 

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 

解答用紙に記入して 

正解するとプレゼントが

もらえます！ 

10 月の 

リレーおはなし会 

  
 ４日(日)11 時 

 11 日(日) 2 時～ 

 18 日(日)11 時～  

 25 日(日)11 時～ 

※変更、中止になる場合が 

 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 

「不思議であっぱれな植物のはなし」 

コロナの影響で延期していた田中修先生の講演会のテーマにちな

み、あっぱれでドラチックな植物にまつわるいろいろな本を集めま

した。 

◆企画展示コーナー 
「元寇と魅惑の水中遺跡」 
11 月に開催される 

元寇サミットに合わせて、深くて新しい海底遺跡、 

水中考古学、元寇にまつわる本を集めました。 

１１月８日は元寇サミットに出かけてみませんか？ 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

【一般書 文学】 

・夫の後始末 続 今も一つ屋根の下で 

               曽野 綾子／著 講談社  

・あのこは貴族       山内 マリコ／著 集英社 

・赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 

青柳 碧人／著 双葉社 

・テロリストの家       中山 七里／著 双葉社 

・ハリネズミは月を見上げる  

             あさの あつこ／著 新潮社 

・愛しのシャロン        前川 裕／著 新潮社 

・ボーン・クロックス  

       デイヴィッド・ミッチェル／著 早川書房 

・スキマワラシ         恩田 陸／著 集英社 

【一般書 その他】 

・干物料理帖 手間、塩いらずでうま味たっぷり   

         うすい はなこ／著 日東書院本社 

・地磁気逆転と｢チバニアン｣ 地球の磁場は、なぜ逆転す 

 るのか           菅沼 悠介／著 講談社 

・防災イツモマニュアル  

        防災イツモプロジェクト／編 ポプラ社 

・わたしの身体はままならない ＜障害者のリアルに迫る 

 ゼミ＞特別講義  石田 祐貴ほか／著 河出書房新社 

・同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか  

          鴻上 尚史・佐藤 直樹／著 講談社 

・地方起業の教科書     中川 直洋／著 あさ出版 

・老いてこそデジタルを。若宮 正子／著 1 万年堂出版 

【えほん】 

・あさ（先生からきみへ）    扇野 剛／ぶん 仮説

社 

・だいぶつさまおまつりですよ  

            苅田 澄子／ぶん アリス館 

・こんたのさかなつり 田中 友佳子／作・絵 徳間書店 

【児童書 よみもの】 

・魔法の絵筆としあわせの呪文（ムーンヒルズﾞ魔法宝石店） 

          あんびる やすこ／作・絵 講談社 

・ほねほねザウルス 23 まもれ！マンモスたちのだいち 

      カバヤ食品株式会社／原案・監修 岩崎書店 

・科学探偵 VS. 暴走する AI 前編（科学探偵謎野真実シ 

 リーズ）    佐東 みどりほか／作 朝日新聞出版 

・作家になりたい！８ ことわざは恋に効く？  

              小林 深雪／作 講談社 

・ＡＩロボット、ひと月貸します！  

             木内 南緒／作 岩崎書店 

・ぼくだけのぶちまけ日記  

スーザン・ニールセン／作 岩波書店 

・おばけずかんクイズＢＯＯＫ 斉藤 洋／原作 講談社 

・レストランのおばけずかん ふらふらフラッペ 

                斉藤 洋／作 講談社 

【児童書 そのた】 

・大人は知らない今ない仕事図鑑 100  

             沢井 智毅／監修 講談社 

・いらいらばいばい 3 歳からの感情マネジメント絵本 

            つむぱぱ／さく・え 鈴木出版 

・どうしてしんがたコロナになるの？（やさしくわかるび

ょうきのえほん）    松永 展明／監修 金の星社 

・再生可能エネルギー図鑑   Looop／監修 日経 BP 

 

●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。 

          『でてきておつきさま！』 苅田 澄子／脚本 童心社／発行 2020 年刊  

 みなさん、知っていますか？図書館ではいろいろな紙芝居も貸し出しています。その中から今回ご紹介するのは「でてきておつきさ

ま！」です。 

 １０月１日は十五夜です。動物たちはお月さまにでてきてほしくていろいろな食べ物を持ってきますが、お月さまはなかなかでてき

ません。お月さまのすきな食べ物はなにかな？ほっこりする紙芝居です。（Ｆ） 

   

この一冊 

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 

話題の本、 

借りられます！ 

 

 
新着本から 

「松浦党 西海一の水軍」 


