
・おびコン！２０２０結果発表！ ・今年もご利用いただきありがとうございました。 

イ ベ ン ト 

        ●年末年始の休館日 １２月２８日（月）～１月４日（月）休館中の返却は、生涯

学習センター玄関横の図書返却ポストをご利用いただくか、１月５日以降にカウンターにご返却ください。 

●おびコン！２０２０結果発表！応募総数は８７点でした。たくさんのご応募、投票ありがとうございました。 

    ＜最優秀賞＞吉居 乃愛 様 ／ ＜優秀賞＞氏山 京美 様  おめでとうございます！ 

●書籍消毒機を設置しました。（１回最大６冊／６０秒） 

●キャッチフレーズの結果発表を１１月とお知らせしていましたが１２月に延期いたします。 

●素敵なお花が届きました！これは新型コロナウイルス感染症の影響により消費が減退した花の活用を支援し 

 広げるための取り組みです。図書館では今月と２月頃に展示予定です。どうぞお楽しみください！ 
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としょかんシネマ＜1２月＞ 

作品／「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 

     with コズミック・フロント☆NEXT  

             太陽系の段◆月の段」 
日時／１２月 19 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(火) 上志佐小学校 

２日(水) 今福小学校 

３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 

４日(金) 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

８日(火) 今福公民館 調川小学校 調川公民館  

     調川中学校 

９日(水) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校  

     志佐中学校 

11 日(金)  青島小中学校・地区  

1５日(火) 上志佐小学校 今福中学校 

1６日(水) 今福小学校 御厨中学校 

17 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 

18 日(金) 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

22 日(火)  今福公民館 調川小学校 調川公民館 

2３日(水) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

2５日(金) 飛島 

トピックス 

移動図書館きらきら号＜12月＞巡回日

程 

お 知 ら せ 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

 

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。 

1 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 

１２月の 

リレーおはなし会 
   6 日(日)１１時～ 

１３日(日)１１時～ 

 ２０日(日)1０時３０分～（ホール）  

２７日(日)１１時～ 

           雑誌や本の付録が当たるかも！本を借りるとくじ引きできます。１年間の 

           感謝を込めて１２／１８（金）から１２／２７（日）まで開催します！ 

           ※景品がなくなり次第終了します。 

サンタさんからてがみが 

とどくよ！☆サンタさんからの手紙 
    図書館にある申込書に記入して、 

    専用の赤いポストに入れてください。 

        １２月１２日（土）まで 

         主催／まつうら図書館きらきら塾 

 

おはなしの会ポケットの 

クリスマス会 

楽しくてスペシャルなおはなし会です。 

日時／12 月 20 日（日）10：30～ 

場所／生涯学習センターホール 

参加無料 

――――――――――ミライｏｎ図書館（長崎県立長崎図書館）からのお知らせ―――――――――― 
●遠隔地返却サービス試行実施中！ミライ on 図書館で借りた本を松浦市立図書館で返却することができます。利用のための 

 手続きはミライ on 図書館で行ってください。 

●視覚障害者等サービスが始まりました。活字による読書に困難を感じている方のためのサービスです。詳しくはミライｏｎ 

 図書館へ電話（0957-48-7700）、ホームページ、松浦市立図書館設置のパンフレットでご覧いただけます。 

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 

「おうち時間」どこにも行けないと思うより、おうちで楽しく過ごしましょ 

 う。年末年始の計画に役立ついろんな本、揃いましたよ～！ 

◆企画展示コーナー 

「人権の本」誰かのことではなく、私たちのことを見つめなおすために。 

「あかとみどりの本」ワクワクした気持ちにさせてくれる赤と緑。と、 

 言うことでクリスマスカラーの本を集めました。 

 

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。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

●体調がよくない場合、身近な人に感染が疑われる方 

 がいる場合など自主的に利用は見合わせてください。 

●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】 

・老後の資金がありません   垣谷 美雨／著 中央公論新社 

・セカンドライフ        新津 きよみ／著 徳間書店 

・セイレーンの懺悔         中山 七里／著 小学館 

・デルタの羊       塩田 武士／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・この気持ちもいつか忘れる     住野 よる／著 新潮社 

・スター          朝井 リョウ／著 朝日新聞出版 

・スターウォーカー ラファエル少年失踪事件（ミュンヘン警 

 察失踪者捜索課警部タボール・ズューデンシリーズ) 

フリードリッヒ・アーニ／著 日曜社 

・わたしが消える          佐野 広実／著 講談社 

【一般書 その他】 

・きちんと祝いたい新しいおせちとごちそう料理 

   堤 人美／著 朝日新聞出版 

・くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ 

エダジュン／著 家の光協会 

・植物のかしこい生き方（大活字本）  

田中 修／著 SB クリエイティブ 

・家族のトリセツ        黒川 伊保子／著 NHK 出版 

・今日からできる！暮らしの感染対策バイブル 

堀 成美／監修 主婦の友社 

・脳はすこぶる快楽主義（パテカトルの万能薬） 

池谷 裕二／著 朝日新聞出版 

・Au オードリー・タン 天才 IT 相７つの顔  

アイリス・チュウ／共著 文藝春秋 

・オンライン講座を頼まれた時に読む本  

                天笠 淳／著 日系ＢＰ 

 

 

【えほん】 

・サンタさん         長尾 玲子／さく 福音館書店 

・てあらいまんとうがいひめ  たあ先生／さく サニーサイド 

・まどのむこうのくだものなあに？  

荒井 真紀／さく 福音館書店 

・もりのおふとん       西村 敏雄／さく 福音館書店 

・ぎょうれつのできるスパゲッティやさん  

ふくざわ ゆみこ／さく 教育画劇 

・わにのなみだはうそなきなみだ  

アンドレ・フランソワ／さく ロクリン社 

【児童書 よみもの】 

・ピーターラビットのクリスマス ２５の物語のアドベント 

      レイチェル・ボーデン／文 文化学園文化出版局 

・ふしぎ町のふしぎレストラン３ しあわせのホットケーキ 

三田村 信行／作 あかね書房 

・ブラックホールの飼い方  

            ミシェル・クエヴァス／作 小学館 

・猫町ふしぎ事件簿 猫神さまはお怒りです  

廣嶋 玲子／作 童心社 

・おばけずかん おばけだらけのまちがいさがし 講談社／編集 

【児童書 そのた】 

・中高生の悩みを「理系センス」で解決する 40 のヒント 

 （心の友だち）         竹内 薫／著 PHP 研究所 

・子どもを守る仕事      佐藤 優 他／著 筑摩書房 

・ムカムカ！“いかり”はあばれんぼう  

松丸 未来／監修 少年写真新聞社 

新型コロナウイルス感染症 
拡大防止に伴うお願い 

 

 
新着本から 

おすすめするのは、田郷梨々花さん 

『サンタのおばさん』 

東野 圭吾／著 文藝春秋／発行 2001 年刊  

 この本は、初めての女性サンタジェシカを認めるかどうかで、毎年恒例

のサンタクロース会議が大騒ぎになるというお話です。男と女はそんなに

遠くて違った生き物なのか。姿形がそんなに重要なのか。すべての人に贈

りたい素敵なメッセージが込められている一冊です。はたしてジェシカは

サンタとして認められたのか…！？もうすぐクリスマス。こんな、おかし

くてちょっぴり切ないクリスマスストーリーを読んでみませんか？ 

 

おすすめするのは、泊倫熙さん 

『「ぼくら」シリーズ』 

       宗田 理／著 ポプラ社／発行  

 この本は子どもたちで一丸となり一つの謎を解明したり、

悪い大人に立ち向かったりする友だちとの友情などを感じさ

せてくれる本です。もうすぐでクリスマスになるので、「ぼく

らのメリークリスマス」を読んでみるといいかもしれません。

ちなみに僕は「ぼくらの大脱走」が面白かったです。 

～ 職場体験の御厨中学校 泊さんと田郷さんの  この一冊 ～ 

企画展示 


