
 

中  止 

●送料負担のお知らせ 

  4 月から、他館から図書を取り寄せる際に送料が 

 発生する場合、利用者様に送料をご負担いただくこ 

 とになりました。ご了承ください。 

 ＜支払いについて＞ 

  金額／往復分の送料 方法／切手 支払／借受時 

 

●図書館ボランティア登録、募集中！ 
  （個人・団体） 
  市民参加による図書館の活性化を図るため、ボラ 

 ンティアを募集します。あなたの「できること」「や 

 ってみたいこと」で一緒に活動しませんか？ 

  詳しくは図書館までお問い合わせください。 

 

●開館、イベントなどの情報は、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。 

 

 

 

              

 

  ・雑誌の種類がふえました！ ・引き続き、感染拡大防止にご協力ください。 
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お 知 ら せ 移動図書館きらきら号＜５月＞巡回日

程 

リレーおはなし会 

 中  止 

５月 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

カレンダー  

としょかんシネマ＜５月＞ 

 

トピックス 

       中  止 
 

  

 

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 

  最新号以外は借りることができます。 

        新しく入ったのは次の２４誌です。 

・ＥＳＳＥ         ・オール讀物  

・きょうの料理       ・こどものとも 0.1.2  

・サライ                  ・ＪＴＢ時刻表  

・じゃらん九州            ・壮快  

・Ｔａｒｚａｎ            ・たまごクラブ  

・ちいさなかがくのとも    ・釣ファン 

・ＤＶＤ＆動画配信でーた   ・日経エンタテインメント！  

・日経トレンディ      ・日経ＰＣ２１  

・Ｎｅｗｓｗｅｅｋ（ニューズウィーク）日本版 

・Newton（ニュートン）  ・ひよこクラブ 

・ＭＯＥ（モエ）           ・ｍｏｎｏ（モノ・マガジン） 

・樂 ＜※６月下旬から＞   ・ランナーズ  

・リンネル 

 

６月 

・発熱等風邪の症状がある方は、入館をご遠  

慮ください。 

・5 月末まで、市外の方の利用はご遠慮くだ 

さい 

・図書館をご利用の前後は、手指消毒をお願 

いします。 

・館内ではできる限りマスクの着用をお願い 

します。 

・館内の利用は短時間でお願いします。 

・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。 

・当面の間サービスの一部を中止します。 

 ＊「サービスの一部中止について」のとおり 

サービスの一部中止について 

＜期間＞当面の間 

＜中止するサービス＞ 

・おはなしのへやの利用 

・対面でのレファレンスサービス 

＊新規登録の際の利用案内は行いませんので、お

渡しする「松浦市立図書館の利用について」で必

ずご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症 

拡大防止に伴うお願い 

 



※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 

「読んでみよう 教科書にのっている本」 

  教科書に掲載されたり、紹介された本などを集めています。絵本や小説そ 

  のほかにも様々なジャンルの本をご覧いただけます。子ども時代を思い出 

  しながら、親子で、お楽しみください。市内小中学校で使われている教科 

  書も展示しています（館内のみ）。 

◆企画展示コーナー 

「がんばる身体のための食事と運動の本」 

 いつもの暮らしが危機的な状況にさらされています。日ごろからの 

 病気に負けない身体づくりについてわかりやすく紹介した本を特集。 

「にゅうがくにゅうえんおめでとう」 

 いけいけ！１ねんせい！ がんばれ！１ねんせい 

 １ねんせいがたのしくなる 

 おはなしご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 仕事でも日々の暮らしの中でも、自分の思いを

声に出したり行動にすることは勇気がいるもの

です。「間違っていたら、おせっかいと思われた

らどうしよう」そんなことが頭をよぎります。そ

こで、まず「自分が楽しむ」ことを考えてみては

どうでしょう？あなたが笑顔ならそばにいる人

もきっと笑顔になるはず。 

 そこで（ ＾ω＾）・・・ まちの図書館を楽

しみたい方、盛り上げたい方、ぜひ一緒に活動し

ませんか？ 図書館ボランティア 

随時募集しています。 

 コロナに負けないぞ！ 

 

 

【児童書 よみもの】 

・きみが、この本、読んだなら   さ・え・ら書房 

  ざわめく教室編      戸森 しるこ／作他  

  とまどう放課後編      森川 成美／作他  

・邪馬台戦記 ３ 戦火の海 東郷 隆／作 静山社 

・ちょきんばこのたびやすみ（わがままおやすみ） 

        村上 しいこ／さく ＰＨＰ研究所 

・オオカミの時間 今そこにある不思議集  

            三田村 信行／著 理論社 

【児童書 そのた】 

・キミも運動ができるようになる １ 徒競走、幅と 

 び、垂直とびほか    近藤 隆夫／著 汐文社 

・ふかふかパンのひみつ（しぜんにタッチ！） 

               ひさかたチャイルド 

・ジュニア空想科学読本 １９  

        柳田 理科雄／著 KADOKAWA 

・調べる学習子ども年鑑 2020  

         朝日小学生新聞／監修 岩崎書店 

【絵本】 

・きょうからほいくえん  

       エヴァ・モンタナーリ／作 岩崎書店 

・恐竜トリケラトプスとあくまのもり ギガノトサ 

 ウルスとたたかうまき（恐竜だいぼうけん） 

        黒川 みつひろ／作・絵 小峰書店 

・５分でめちゃかわ♥女子力アップヘアアレンジＢ 

 ＯＯＫ  ZUSSO KIDS／監修 ＰＨＰ研究所 

『人生の１冊の絵本』    柳田 邦男／著 岩波書店 ２０２０年発行 

 著者の柳田さんは、あとがきで、新世紀を迎えて２０年経った今、人生やこころの問いかけに、やわらかく解

答のヒントを示す絵本作品が多彩に創作されていると記されています。この本は様々なジャンルの世界の絵本が

１５０冊ほど（モノクロ書影あり）８つのテーマ別に著者自身のエピソードと共に紹介されています。１つの絵

本ガイドブックとして読んでみてはいかがでしょうか？（Ｔ） 

この一冊 

 
新着本から 

企画展示 

【一般書 文学】 

・暇なんかないわ大切なことを考えるのに忙しくて  

   アーシュラ・Ｋ.ル＝グウィン／著 河出書房新社 

・チンギス紀 ７ 虎落    北方 謙三／著 集英社 

・音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌  

           斎藤 孝／著 KADOKAWA 

・沢木耕太郎セッションズ＜訊いて、聴く＞ 

 １・達人、かく語りき ２・青春の言葉たち 

           沢木 耕太郎／編著 岩波書店 

・掟上今日子の設計図（忘却探偵シリーズ） 

              西尾 維新／著 講談社 

・月の光 現代中国ＳＦアンソロジー  

            ケン・リュウ／著 早川書房 

・シルバー川柳 千客万来編  

      みやぎシルバーネット／編 河出書房新社 

【一般書 その他】 

・おしゃれ名刺＆ショップカードアイデアＢＯＯＫ  

                 シーアンドアール研究所 

・自分の居場所をつくる働き方  

    中里 桃子／著 日本能率協会マネジメントセンター 

・村上祥子のシニア料理教室  

           村上 祥子／著 女子栄養大学出版部 

・はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定  

               川原田 邦彦／監修 西東社 

・三つの石で地球がわかる    藤岡 換太郎／著 講談社 

・アナザー1964 パラリンピック序章  

                  稲泉 連／著 小学館 

 


