
 

       ●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。 

●「とりよせくん」について  

 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。松浦市立図書館ホー

ムページのバナーまたはＱＲコ

ードからどうぞ。 

 

 

 

              

 

   大型絵本がたくさんはいりました！読み聞かせにどうぞ！ 

 

       

   

  

     

   

   

 

 

 

  

 

  

 

  

   

   

  

     

 

 

  

   

 

 

 

 

 

              

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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＜1１月＞ 

「おしりたんてい３  
 ププッ ブラウンものがたり」 
日時／１１月１４日（土） 

   ２時～（60 分） 

場所／生涯学習センターホール 

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。 

 

４日(水) 上志佐小学校 志佐中学校 

５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 

6 日(金) 今福小学校 調川中学校 

10日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

11 日(水) 調川小学校 調川公民館 

13 日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校  

17 日(火)  青島小中学校・地区  

18 日(水) 上志佐小学校 御厨中学校 

19 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 

20 日(金) 今福小学校 今福中学校 

24 日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

25 日(水) 調川小学校 調川公民館 

27 日(金) 飛島 

トピックス 

お 知 ら せ 

移動図書館きらきら号＜11月＞巡回日

程 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

 

イ ベ ン ト 

12月 

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。 

11月 

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 

１１月の 

リレーおはなし会 

   1 日(日)１１時～ 

８日(日)１４時～ 

 1５日(日)11 時～  

 2２日(日)11 時～ 

※変更、中止になる場合が 

 あります。 

●大型絵本がはいりました！ 距離をとってのおはなし会に対応できます。読み聞かせにご活用ください。 

おこだでませんように／いもほりバス／すっぽんぽんのすけ／わにわにのおふろ／サンドイッチサンドイッチ 

おにのパンツ（うたってあそぼう！）／りんごがドスーン  他にもたくさんはいりました。 

 １０月３１日（土）甲南大学特別客員教授の田中修先生の講演会を

開催しました。 

 身近な植物は私たちと同じ生き物。その小さな葉っぱには強く、し

なやかに、そして謙虚に生き抜くための知恵や工夫があり私たちの命

は植物に支えられている。田中先生の植物への尊敬とユーモアに満ち

たお話に会場からは何度も笑い声や感嘆の声が上がり、約６０名の参

加者はあっという間に田中先生と植物の魅力に引き込まれていまし

た。 

 植物のことを学ぶだけでなく知ることの楽しみ、喜びを体験したひ

とときになりました。 

カレンダー 



※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 

「ゆかいな家族」 
１１月の第３日曜日は「家族の日」この前後１週間は「家族の週間」です。

今年は子どもの日、母の日、父の日、敬老の日も 

例年とは違う形で過ごした方も、全部あわせて 

家族のこと考えてみませんか？ 

◆企画展示コーナー 
「おにのほん」 
話題の「鬼」のアニメにちなみ、 

鬼の本集めました。 

「元寇と魅惑の水中考古学」 
 

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。 

●長時間の利用はご遠慮ください。 

【一般書 文学】 

・半沢直樹 アルルカンと道化師  

               池井戸 潤／著 講談社 

・えにし屋春秋  あさの あつこ／著 角川春樹事務所 

・娘を呑んだ道  スティーナ・ジャクソン／著 小学館 

・シルバー川柳 10 スクワットしゃがんだままで立てません 

       全国有料老人ホーム協会／編他 ポプラ社 

・灯台からの響き        宮本 輝／著 集英社 

・つくも神会議（一鬼夜行）松 エメル／著 ポプラ社 

・獣たちのコロシアム（池袋ウエストゲートパーク） 

              石田 衣良／著 文芸春秋 

・類            朝井 まかて／著 集英社 

【一般書 その他】 

・脳イキイキ！手あそび指あそび 

   小山 混／著 主婦の友社 

・犬部！北里大学獣医学部  片野 ゆか／著 ポプラ社 

・もっとずるいいきもの図鑑 今泉 忠明／監修 宝島社 

・宇宙考古学の冒険    サラ・パーカック／著 光文社 

・絵本すみっコぐらし そらいろのまいにち 

よこみぞ ゆり／絵と文 主婦と生活社 

・武漢日記 封鎖下 60 日の魂の記録  

               方方／著 河出書房新社 

・ひきこもれ ひとりの時間をもつということ 

吉本 隆明／著 SB クリエイティブ 

・季節のおりがみつり下げ飾り いまい みさ／著 講談社 

【えほん】 

・きょうりゅうたちもほんがよめるよ  

      ジェイン・ヨーレン／文 小峰書店 

・くれよんぐりぐり 新井 洋行／作・絵 KADOKAWA 

・だれかなぁ？  みやにし たつや／作・文 鈴木出版 

・ブウさん、だいじょうぶ？ともだちがたいへんなことに

なっていたら  バレリー・ゴルバチョフ／作 山烋 

・あつかったらぬげばいい   

           ヨシタケ シンスケ／著 白泉社 

・とりあえずまちましょう   五味 太郎／作 絵本館 

【児童書 よみもの】 

・図書館 B２捜査団２ 人気占い師の闇  

辻堂 ゆめ／作 講談社 

・絶体絶命ゲーム８ ゴーストパークの罠 

藤 ダリオ／作 KADOKAWA 

・おばけのうんどうかい（おばけマンション） 

むらい かよ／著 ポプラ社 

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂 14 廣嶋 玲子／作 偕成社 

・映像研には手を出すな！  日笠 由紀／著 小学館 

【児童書 そのた】 

・もっとよのなかルールブック メシが食える大人になる！  

        高濱 正伸／監修 日本図書センター 

・地球村の子どもたち 途上国から見たＳＤＧｓ  

 １ 格差     石井 光太／著 少年写真新聞社 

・へんななまえのもの事典 グラフィオ／編著 金の星社 

          『朝やけ』梶谷和恵詩集 梶谷 和恵／著 コールサック社／発行 2019 年刊  

 大学時代の友人が小学生の頃から書き溜めた作品をまとめて出版した初の詩集。 

 身近な人や出来事に真摯に向き合い、正直な言葉で紡ぎ出される作品に触れると、生きていることの不思議さに

感動を覚えたり、日頃忘れがちな真実に気付かされたりもします。もしかしたら、あなたも詩を書いてみたくなる

かも？（Ｓ） 

 

   

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。＊ 

話題の本、 

借りられます！ 

 

 
新着本から 

「松浦党 西海一の水軍」 

この一冊 


