
  こどもの読書週間はイベントがもりだくさん！ 

 

 

              

 

  

 

          

     

  

     

    

   

 

  

 ＊イベントは新型コロナウイルス感染症の 

  状況により変更、中止する場合があります。 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

  

   

 

 

  

     

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 
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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      

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

  

4/24（土）えほん侍のえほんライブを開催します！  

   大村市を拠点に大活躍！えほん侍の岩﨑さんが 4 年ぶりに登場！！ 

   （14：00～14：40／ホール） 定員５０名 ※ 事前申し込みは不要ですが、 

   定員に達した場合は入場をお断わりする場合があります。 

  

５月 

4/23（金）～5/9（日） 本活！ 図書館で使わなくなった本を必要な方にお譲りします。 

4/29（木） はるをみつけよう！植物観察会（13：00～15：00／図書館前花壇） 

      草花をみつけるゲームやぬりえ、読み語りなどをします。※雨天中止  

5/1（土）  としょかんシネマキッズスペシャル(13:00～／ホール) 

      「トムとジェリー」「アルプスの少女ハイジ」ほかを予定 

5/2（日） きらきら号にのってみよう！（13：00～16：00／駐車場）※雨天中止 

5/3（月） 利用者カードおなおし会（図書館開館時間／カウンター） 

      利用者カードをラミネートでピカピカにしませんか？ 

5/8（土） 本にフィルムを貼ってみよう！（11：00～12：00／図書館） 

        Ａ４サイズ以下のご自身の本をお持ちください。（10 分程度） 

      本のカバーでバッグを作ろう！（1３：00～15：00／図書館） 

       本のカバー、紙袋の取っ手があればお持ちください。（10 分程度） 

※時間は HPまたは図書館でご確認ください。 

6 日(火)  今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

７日(水) 上志佐小学校 

９日(金) 青島小中学校・地区 

12 日(月) 今福小学校 

13 日(火) 星鹿小学校 調川中学校 

14 日(水) 調川小学校 調川公民館 

15 日(木) フェリー発着所（阿翁）鷹島公民館・保育園 

      舩唐津漁民センター 鷹島支所 

      鷹島中学校 鷹島小学校 

16 日(金) 御厨小学校 御厨公民館  

      志佐小学校 志佐中学校 

20 日(火) 今福公民館 上志佐小学校  

      星鹿公民館 星鹿港広場 

21 日(水) 今福小学校 御厨中学校 

22 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 

23 日(金) 飛島 

27 日(火) 星鹿小学校 

28 日(水) 調川小学校 調川公民館 今福中学校 

30 日(金) 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

●利用者カードの登録内容（住所・氏名・電話番号） 

 に変更がある方は、届出が必要です。図書館カウンタ 

 ーまたは移動図書館きらきら号までお知らせください。 

●「わくわくしかけ絵本展」（5/12 まで） 
 子どもも大人もとりこにするしかけ絵本を展示して 

  います。※貸し出しはできません。 

  図書館開館時間内 場所／図書館フロア 

  

４月 

             ●「鷹島海底遺跡パネル展」  

               （5/9 まで） 
 これまでの研究や活用事例など 20 点のパネルで 

 ご覧いただけます。 

  図書館開館時間内 場所／図書館フロア（デッキ側） 

  

お知らせ 

４月のリレーおはなし会  
 毎月第１～第 4 日曜日 11 時から 

   4 日、11 日、18 日、25 日 

 

カレンダー 

イ ベ ン ト 

  はるだ！ 
としょかんに 
  いこう！ 
※詳しくは別に配布する 

チラシをご覧ください！ 

＊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 

移動図書館きらきら号＜４月＞巡回日

程 

としょかんシネマ＜４月＞  
4 月 17 日（土）１４時から 

  生涯学習センターホール（２階）    

  作品「おしりたんてい 5」 

 

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 



※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 

 「はじまりの春」 

  いろんなことが始まる春。いろんなことに挑戦してみよう！

◆企画展示コーナー 

 一般書コーナー 

 「みんなたいせつ みんなのこせい」発達障害を正しく 

  理解するための本を紹介しています。（㉛番書架） 

 児童書コーナー  

 「ともだち１００にんできるかな？」（④番書架） 
 

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。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

          紹介する人 松浦市立図書館協議会 委員長 佐々木 龍二さん 

          『 読書力 』 齋藤 孝／著 岩波書店 2002 発行 

 梅、桃、桜と春の“生花リレー”がゴールを迎え、いよいよ四月。 

 「読書の計は四月にあり」。年度始めのこの月は、私にとって「一年間の読書生活」のスタートの月です。そんな四

月におすすめしたいのが、この一冊「読書力」。15 年位前に出会い、私の読書生活に大きな影響を与えた一冊です。著

者は本の中で、「読書力があるということは、読書習慣があるということでもある。読書が苦にならずに日常で何気な

くできる力、これが読書力である」と定義。巻末には、著者推薦の「文庫百選」を掲載し、「文庫を読むことは、読書

力をつけるための基本的なステップだ」と述べられています。 

 梅、桃、桜、どの木も花を付けます。では、人が付けるべき花は？それは、 

「読書力」ではないでしょうか。読書で人生を豊かにし、人間性を高められるから。 

   

【一般書 文学】 

・擬傷の鳥はつかまらない        荻堂 顕／著 新潮社  

・あと十五秒で死ぬ         榊林 銘／著 東京創元社 

・天使と悪魔のシネマ       小野寺 史宜／著 ポプラ社 

・ほたるいしマジカルランド    寺地 はるな／著 ポプラ社 

・ははのれんあい        窪 美澄／著 KADOKAWA 

・日蓮                佐藤 賢一／著 新潮社 

・灰の劇場            恩田 陸／著 河出書房新社 

・往復書簡 老親友のナイショ文 

             瀬戸内 寂聴 他／著 朝日新聞出版 

【一般書 その他】 

・極上のおうちラーメン     高梨 樹一／著 ワニブックス 

・そこに工場があるかぎり       小川 洋子／著 集英社 

・最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわかる本 

大坪 信喜／著 秀和システム 

・物理学者のすごい思考法    

          橋本 幸士／著 集英社インターナショナル 

・就職活動 1 冊目の教科書 改訂版  

        就活塾キャリアアカデミー／著 KADOKAWA 

・それ、やってはいけない ハラスメント大全  

                野原 蓉子／監修 青春出版社 

・地域衰退             宮崎 雅人／著 岩波書店 

・小さい農業で暮らすコツ  新藤 洋一／著 農山漁村文化協会 

・わたしの、本のある日々    小林 聡美／著 毎日新聞出版 

 

 

 

【えほん】 

・会いたくて会いたくて        室井 滋／作 小学館 

・はるのひ        小池 アミイゴ／作・絵 徳間書店 

・にくにくしろくま   柴田 ケイコ／作・絵 PHP 研究所 

・すきなことにがてなこと    新井 洋行／作 くもん出版 

・おにぎり！          石津 ちひろ／文 小峰書店 

・まだまだまだまだ         五味 太郎／作 偕成社 

・うみがめのおじいさん     いとう ひろし／作 講談社 

【児童書 よみもの】 

・ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き  

                北川 佳奈／作 学研プラス 

・名探偵マリエラ ぎわくのカップケーキ 

            ケイト・パンクハースト／作 西東社 

・6 年 1 組黒魔女さんが通る!!13 黒魔女さんと死霊の宮殿 

石崎 洋司／作 講談社 

・ドラドラと伝説の竜       片平 直樹／作 文研出版 

・１ねん１くみの女王さま   いとう みく／作 学研プラス 

【児童書 そのた】 

・学校、行かなきゃいけないの？これからの不登校ガイド（14 

 歳の世渡り術）       雨宮 処凛／著 河出書房新社 

・ふつうに生きるって何？   井手 英策／著 毎日新聞出版 

・ヤバいけどおいしい！？せいぶつ図鑑  

               成島 悦雄／監修 世界文化社 

 
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 

 

企画展示 

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を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。 

●図書館をご利用の前後は手洗いまたは手指消毒を、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。 

この一冊 


