
イ ベ ン ト 

        ●がん情報ギフトが届きました。 
              ～がん情報ギフトとは？～ 

              「がんになっても安心して生活できる社会を 

              つくる」ための取り組みとして、国立がん研 

              究センターが賛同者からの寄付により情報提 

              供を行う取り組みです。内容はがんに関する 

              パンフレットの提供などです。図書館では、

関連図書とあわせて設置し「がん情報コーナー」としてご案内しています。 

                          （１７番書架横）                     

●大型絵本スタンドを貸し出します。 
  大型絵本を使っての読み聞かせに便利なスタンドを貸し出します。 

 利用期間／１週間まで（※1 台しかないため、利用が終わり次第の返却に 

 ご協力ください。）利用の際はカウンターまでお知らせください。 

 

●臨時休館のお知らせ 
 蔵書点検のため次の期間休館します。 

 ２月２５日（木）～３月８日（月） 
 ご迷惑をおかけしますがご理解のほど 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

●書籍消毒機を設置しました。 
 自動扉側に設置しています。１回最大６冊／６０秒 

 

 

 ・がん情報コーナーを設置しました。 ・新型コロナ感染症拡大防止対策にご協力をお願いします。 

 

 

              

 

   

 

     

       

 

         

         

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

   

  

     

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

31       

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       

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。 

作品／①「くまのがっこうパティシエ・ジャッキーと 

     おひさまのスイーツ」（33 分） 

   ②「新・恐竜大進撃」（３６分） 
日時／１月１６日（土）２時～ 

場所／生涯学習センターホール（２階）  参加／無料 申込／不要 

１月の 

リレーおはなし会 
  １０日(日)１４時～ 

１７日(日)１１時～ 

 ２４日(日)１１時～ 

 としょかんシネマ＜１月＞ 移動図書館きらきら号＜１月＞巡回日程 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

 

2 月 1 月 

お 知 ら せ 

新年 おめでとうございます 

 昨年は、新型コロナ感染症の影響により

様々な活動が制限された一年でした。 

 まだまだ見通しがたたない状況ですが

「暮らしに役立つ図書館」としてより 

    良いサービスが提供できるよう 

    スタッフ一同努力する所存です。 

         

      本年もどうぞよろしく 

       お願い申し上げます。 

＊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。＊ 

トピックス 

カレンダー 

※時間はHPまたは図書館でご確認ください。 

 

6 日(水) 今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

８日(金) 青島小中学校・地区 

12 日(火) 上志佐小学校 調川中学校 

13 日(水) 今福小学校 御厨中学校 

14 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 

15 日(金)  御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 志佐中学校 

19 日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 

 星鹿港広場 今福中学校 

20 日(水) 調川公民館 

21 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 

22 日(金) 飛島 

2６日(火)  上志佐小学校 

27 日(水) 今福小学校 調川小学校 

2９日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

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 

 － 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図書館に電話（0957-48-7700）

するか、ホームページ、松浦市立図書館に設置しているパ

ンフレットでご覧いただけます。 



※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 
  「牛」干支にちなんだ本、取り揃えました。 
◆企画展示コーナー 
 一般書コーナー 

  「若い人に贈る読書のすすめ 202１」 

  「このミステリーがすごい」 

  「クイズの本」 

  「よせつけない」感染症についてもう一度確認しましょう。 

 児童書コーナー  

  「ちがうくにのえほん」 

  「おまわりさんだいかつやく」 

 

 

 

             「スマホ脳」 アンデシュ・ハンセン／著 新潮社／発行 ２０２０年刊 
 現代の生活において、もはや手放すことができなくなったスマートフォンなどのデジタルデバイス。利便性は格段に向上したがSNS

等が気になりだし常にスマホを見続けるなど負の部分が出始めている。この本は、これらの機器が強い依存性・中毒性を与えるため

人間の脳にどんな影響を与えているか、人類の進化の過程からわかりやすく解説している。（Ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

●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。 

 
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 

 
 

【えほん】 

・ひめちゃんのマスク   

      のぶみ／さく 幻冬舎メディアコンサルティング 

・ルルロロのてあらいだいすき！  

あいはら ひろゆき／さく サニーサイド 

・きりかぶのきりじいちゃんときりばあちゃん 

なかや みわ／さく 小学館 

・しあわせなクレヨン       丸山 陽子／作 BL 出版 

・にじいろのせかい       刀根 里衣／著 NHK 出版 

【児童書 よみもの】 

・6 年 1 組黒魔女さんが通る！！ １２ 黒魔女さんと秘密の 

 サバト             石崎 洋司／作 講談社 

・おばけのアッチとコロッケとうさん  

                角野 栄子／さく ポプラ社 

・探検！いっちょかみスクール 魔法使いになるには編  

                   宗田 理／作 静山社 

・オール★アメリカン★ボーイズ  

             ジェイソン・レノルズ／著 偕成社 

・竜が呼んだ娘 魔女の産屋  柏葉 幸子/作 朝日学生新聞社 

【児童書 そのた】 

・子どもを守る言葉『同意』って何？  

 レイチェル・ブライアン／著 集英社      

・恐竜キングダム（角川まんが科学シリーズ）  

         エアーチーム／まんが KADOKAWA 

  １．タイムマシンで古生代へ！？ 

  ２．海中探検は危険だらけ！ 

  ３．発見！ディメトロドンの卵 

・すみっコぐらしきょうはなんの日？      学研プラス 

・せかいのくにでおめでとう！  野村 たかあき/作 講談社 

・３分後にゾッとする話 海外の怖い話  

               野宮 麻未／著 他 理論社 

・かいけつゾロリのまいにちおもしろクイズ１年分  

               土門 トキオ／作 ポプラ社 

【一般書 文学】 

・世間とズレちゃうのはしょうがない  

             養老 孟司／著 他 PHP 研究所 

・谷根千ミステリ散歩 中途半端な逆さま問題  

東川 篤哉／著 KADOKAWA 

・夜明けのすべて          瀬尾 まいこ／著 水鈴社 

・湖の女たち             吉田 修一／著 新潮社 

・とわの庭               小川 糸／著 新潮社 

・影に対して 母をめぐる物語    遠藤 周作／著 新潮社 

・はじめまして現代川柳    小池 正博／編著 書肆侃侃房 

・復讐の協奏曲（コンチェルト）（御子柴礼司シリーズﾞ） 

中山 七里／著 講談社 

・オルタネート         加藤 シゲアキ／著 新潮社 

・誘拐ファミリー          新堂 冬樹／著 双葉社 

・ニッケル・ボーイズ   

          コルソン・ホワイトヘッド／著 早川書房 

【一般書 その他】 

・サブスクリプション        小宮 紳一／著 創元社 

・図解でよくわかるスマート農業のきほん 最新農業の基礎から

ドローン技術習得、作業記録と生産管理、新規参入まで  

野口 伸／監修 誠文堂新光社 

・かわいい縁起物刺しゅう          アップルミンツ 

・冠婚葬祭マナーの新常識 with コロナ時代に対応！ 

               岩下 宣子／監修 主婦の友社 

・いちばんわかりやすい確定申告の書き方 2021 年版 

土屋 裕昭／監修 ダイヤモンド社 

・困ったときのおへやあそび  近藤 理恵／著 かもがわ出版 

・DVD でよくわかる基本の手話すぐに使える会話と表現 新版  

野口 岳史／監修 メイツユニバーサルコンテンツ 

・Joy at Work 片づけでときめく働き方を手に入れる 

近藤 麻理恵／著 河出書房新社 

・はやぶさ２最強ミッションの真実  津田 雄一／著 NHK 出版 

 

 

企画展示 

この一冊  

 
 ほか、１２巻まで 

そろっています！ 

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。 


