
 

  ●蔵書の総点検のため休館します 

  期間／２月２５日（木）～３月８日（月） 
  

   この期間は、開館中ではできない作業を行ない 

   ます。具体的には、 

 （１）資料の有無を確認します  

 本だけでなく、DVD など図書館にあるすべての 

 資料を１点ずつ確認し、行方不明の資料がないか 

 を調べます。 

 （２）資料があるべき場所にあるかを確認します 

    図書館の資料は、置かれている場所が決まってい 

    ます。あるべき場所になければ利用が困難になる 

    ので、とても重要な作業です。 

  

 ※ 休館中の返却は、生涯学習センター入口横の返却 

   ポスト、または最寄りの市立公民館にお願いしま 

   す。返却ポストに入らない本などは３月９日以 

   降にご返却ください。 

 

   長期の休館となるためご迷惑を 

   おかけしますが、ご理解とご協力を 

   お願い申し上げます。 

 

 

 

 

              

 

 ・引き続き、新型コロナ感染症拡大防止対策にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

       

     

  

     

    

   

 

  

 

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 
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28       

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    

トピックス 

※時間は HPまたは図書館でご確認ください。 

 

２日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

３日(水) 調川小学校 調川公民館 

４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 

５日(金)  青島小中学校・地区 

９日(火) 上志佐小学校 調川中学校 

10 日(水) 今福小学校 御厨中学校 

1２日(金)  御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 志佐中学校 

16日(火) 今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

17 日(水) 調川小学校 調川公民館 今福中学校 

18 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 

19 日(金) 上志佐小学校 

20 日(土)  飛島 

22 日(月) 今福小学校 

24 日(水) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

移動図書館きらきら号＜２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 

2 月 ３月 

      ●松浦市読書活動推進 

      キャッチフレーズ決定！ 
  

 全国から 1,718 件の応募をいただき、選考の結

果次の作品を松浦市読書活動推進キャッチフレーズ

に決定しました。 

＜最優秀作品＞ 

『めくるページ 広がる世界』 

    作者 嶋田 眞 さん（奈良県） 

＜活用方法＞ 

  市内で行う読書活動推進を知り、取り組みに参 

 加してもらうため、広報誌、ホームページ、各種 

 印刷物へ掲載し、広くＰＲするために活用します。 

＜その他＞ 

  読書活動の継続的また自発的取り組みの推進の 

 ため、毎月２３日を読書の日と決定しまし 

 た。 

お知らせ 

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 

＊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。＊ 

カレンダー 

リレーおはなし会 

2 月は中止します。 

  

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／２月 13 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 

※ 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。 

としょかんシネマ＜2月＞ 



※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 

 「バレンタイン本」「卒業」 

◆企画展示コーナー 

 一般書コーナー 

 「応援！まつナビ」 調べもの、 

  課題解決にお役立ちの本を集めました。 

 「このミステリーがすごい」 

 「追悼 安野光雅さん 半藤一利さん」 

 「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」「ねこのえほん」 
 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 

長崎県特別警戒警報発令中は以下のことに一層の徹底をお願いい

たします。 

●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接触がある場合、過去 14 

 日以内に緊急事態宣言が発出されている地域に在住又は当該在 

 住者と接触がある場合 

●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。 

         『ヘンな科学“イグノーベル賞”研究４０講』  

                      五十嵐 杏南／著 総合法令出版 ２０２０発行 

 自由すぎる研究、笑える科学“イグノーベル賞”の世界へようこそ！ 

「バッタはスターウォーズを観ると興奮する」「ゆで卵をちょっとだけ生に戻す方法」など４０の受賞研究を紹介！

科学の解説と、ユーモアのバランスがよく、どこからでも楽しく読める一冊です。（T） 

   

【一般書 文学】 

・人工知能で１０億ゲットする完全犯罪マニュアル  

  竹田 人造／著 早川書房 

・チンギス紀９ 日輪        北方 謙三／著 集英社 

・２０２０年の恋人たち    島本 理生／著 中央公論新社 

・ふつうでない時をふつうに生きる  

   岸本 葉子／著 中央公論新社 

・ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人  

    東野 圭吾／著 光文社 

・小説イタリア・ルネサンス３ ローマ 塩野 七生／著 新潮社 

・JR 上野駅公園口        柳 美里／著 河出書房新社 

・雪のなまえ           村山 由佳／著 徳間書店 

・火喰鳥を、喰う        原 浩／著 KADOKAWA 

・宮沢賢治大活字本シリーズ            三和書籍 

 セロ弾きのゴーシュ・風の又三郎・注文の多い料理店 

 

【一般書 その他】 

・浪花千恵子 昭和日本を笑顔にしたナニワのおかあちゃん大女優 

青山 誠／著 KADOKAWA 

・空気を読む脳           中野 信子／著 講談社 

・１０代からの批判的思考  名嶋 義直／編著 他 明石書店 

・ブラック霞が関          千正 康裕／著 新潮社 

・痛風・高尿酸血症 最新治療法 改訂版  

日高 雄二／監修 高橋書店 

・しゃべらなくても楽しい！シニアの 1，2 分間認知症予防体操 

 50               斎藤 道雄／著 黎明書房 

・希望の一滴 中村哲、アフガン最期の言葉  

中村 哲／著 西日本新聞社 

・新型コロナ自宅療養完全マニュアル 

岡田 晴恵／著 実業之日本社 

・いまこそ｢社会主義｣ 混迷する世界を読み解く補助線 

池上 彰／著 朝日新聞出版 

【えほん】 

・あぁ、アジのひらきがたべたいっ！ 

    かねまつ すみれ／作 文研出版 

・かけだしたイス          サトシン／作 あわわ 

・ルラルさんのつりざお     いとう ひろし/作 ポプラ社 

・じかんだよー！      さいとう しのぶ／著 白泉社 

・999 ひきのきょうだいのおやすみなさい 

木村 研／文 ひさかたチャイルド 

・またまたうそだあ！        サトシン／作 文溪堂 

 

【児童書 よみもの】 

・まちのおばけずかん マンホールマン  

                  斉藤 洋／作 講談社 

・かいけつゾロリきょうふのエイリアン  

原 ゆたか／さく・え ポプラ社 

・陰陽師東海寺迦楼羅の事件簿１ 人体発火の譚 

石崎 洋司／著 講談社 

【児童書 そのた】 

・｢死にたい｣｢消えたい｣と思ったことがあるあなたへ 

（１４歳の世渡り術）       河出書房新社／編 他 

・由来からわかる日本と世界の行事図鑑  

山田 慎也／監修 スタジオタッククリエイティブﾞ 

・渋沢栄一（小学館版学習まんが人物館）日本経済の父とよばれ 

 た男              老川 慶喜/監修 小学館 

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 

 
新着本から 

この１冊 

 

「まつナビ」とは？ 

松浦高校の生徒が松

浦の未来を考え、実践

する取り組みです。 


