
     図書館ボランティア募集中！！ 引き続き新型コロナ感染症対策にご協力ください。 

  

 

 雨の多い季節になりました。本にとって

水は大敵です。本を借りる時・返す時には、

防水のバッグやビニール袋を使って、本を

水濡れから守ってあげてください。 

 また、バッグに入れた水筒やペットボト

ルのお茶などがこぼれて、本が濡れてしま

うケースもあります。 

別のバッグに入れるなど 

注意してください。 

 

●図書館ボランティア登録 
    （個人・団体）募集中！ 
 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。 

＜令和 2 年度の実績＞ 

・しおりづくり・読み聞かせ 

・イベント運営のお手伝いなど 

作品／「トムとジェリー」 

―星空の音楽会― （６０分） 

日時／６月１２日（土）２時～   

場所／生涯学習センターホール 2 階  

申込は不要です。 

無料で、子どもから大人までごらんいただけます。 

 

 

 

              

 

  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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    

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 

イベント 

※ 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。 

※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 調川中学校 

2 日（水）今福小学校 御厨中学校 

3 日（木）フェリー発着所(阿翁) 鷹島公民館・鷹島保育園 

舩唐津漁民センター 鷹島支所 鷹島小・中学校 

8 日（火）今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

9 日（水）調川小学校 調川公民館 

１１日（金）御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 志佐中学校 

１5 日（火）上志佐小学校 

１6 日（水）今福小学校 今福中学校   

１７日（木）ひかりヶ丘保育園 養源保育所 

福島中・福島養源小学校 福崎会館 建禄園 

１８日（金） 青島小中学校 地区 

２２日（火）今福公民館 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場  

２３日（水）調川小学校 調川公民館 

２４日（木）飛島 

２５日（金）御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

２９日（火）上志佐小学校 

３０日（水）今福小学校 

 

    6 月の 

  リレーおはなし会 

    日曜日 １１時～ 

      6 日、13 日、 

      20 日、27 日 

  

トピックス 

6 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 

移動図書館きらきら号＜6月＞巡回日程 

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 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

  

 

7 月 

カレンダー 

      ●あの歴史的大事件の調査が１冊に！ 

 著者の一人であり松浦市立水中考古学研究センター所長の中田

敦之さんに紹介してもらいました。 

『元軍船の発見 鷹島海底遺跡』 

    中田敦之・池田榮史／著 新泉社 

鎌倉時代、松浦地方を含む北部九州に襲来した 

元（蒙古）の大軍は、1281 年（弘安 4）停泊 

していた鷹島周辺にて大暴風雨で壊滅的な被害に 

あいます。その確実な証拠をみつけるため、 

40 年にも及ぶ海底での発掘調査の経緯と、 

ついにみつかった２隻の元軍船の姿を紹介しています。 

 

お知らせ     

としょかんシネマ＜６月＞ 

●図書館では、こどもの読書週間にあわせ色々なイベント
を実施しました。 
 5 月 8 日にはボランティアによる企画、運営で「ブックカバーでバッグを

つくろう！」を開催。参加した方は「子どものおむつ入れにちょうどいい！」

と絵本のブックカバーで作った作品に大満足でした。 



◆特設コーナー 

 「災害から身を守ろう」 

◆企画展示コーナー 

 ＜一般書コーナー＞ 

 「BPM Reading」 自動扉前 

    本を読んでいる時や読み終わった後の、心臓のドキドキぐあいをもとに、本を 

   ご用意しています。気分にあわせてたのしんでみませんか？ 

 「10 代に贈る本特集」㉞番書架  

  自分にピッタリな本が見つかるかも！ 

 ＜児童書コーナー＞  

 「あめのえほん」絵本コーナー 

  雨といえば…かさ、ながぐつ、 

   かえる…にじ！ 

 

 

※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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

            紹介する人 ／ 保育士 三木 和枝 さん 

 『わたしと小鳥とすずと（金子みすゞ童謡集）』 金子みずゞ／著 ＪＵＬＡ出版局 1984 年発行 

 「みんなちがってみんないい」今では、たくさんの人が知る金子みすゞさんの詩の一説ですが、その作品は長い間、時代の流れの

中でひっそりと眠っていました。そのみすゞさんの作品をたくさんの人が知るきっかけを作った矢崎節夫さんは、日本童謡集の中に

載っていた一編の彼女の詩を初めて読んだとき、他の八十人ほどの三百十数編の作品が全部消えてしまうほどの衝撃を受けた、と書

いています。私もみすゞさんの詩に出会ったとき、心から感動し、彼女のやさしいまなざしにもっと触れたいと思いました。 

みすゞさんの詩を読むと、こどもの頃目に映っていた景色や情景、たのしい気持ち、不思議な気持ちが蘇って来ます。 

 今、ずいぶん大人になってしまった私は、毎日小さな子どもたちと過ごす仕事をしています。 

可愛い小さな人たちは毎日どんな景色を見ているのでしょうか。こどもたちがたのしい時、 

うれしい時、不思議な時、さみしい時、私はそばにいて安心できる大人なのでしょうか。 

改めてみすゞさんの詩を読んでそんなことも感じたのでした。 

 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。 

企画展示 
新型コロナウイルス感染症 
拡大防止に伴うお願い 

 

【一般書 文学】 

・小福ときどき災難            群 ようこ／著 集英社 

・新謎解きはディナーのあとで       東川 篤哉／著 小学館 

・フルーツポンチ村上健志の俳句修行  村上 健志／著 春陽堂書店 

・三谷幸喜のありふれた生活 16 予測不能     

                  三谷 幸喜／著 朝日新聞出版 

・石北本線殺人の記憶 （十津川警部シリーズ）  

 西村 京太郎／著 文藝春秋 

・白鳥とコウモリ             東野 圭吾／著 幻冬舎 

・私はスカーレット 4          林 真理子／著 小学館 

・〈羽根ペン〉倶楽部の奇妙な事件  

            アメリア・レイノルズ・ロング／著 論創社 

【一般書 その他】 

・日本全国地魚定食紀行      うぬま いちろう／著 徳間書店 

・トコトンやさしい天文学の本  

山口 弘悦 他／著 日刊工業新聞社 

・老後の年表             横手 彰太／著 かんき出版 

・ネット中傷駆け込み寺   佐藤 佳弘 他／著 武蔵野大学出版会 

・観るまえに読む大修館スポーツルール 2021     大修館書店 

・今さら聞けない農業・農村用語事典       農山漁村文化協会 

・ぼく モグラ キツネ 馬                   

チャーリー・マッケジー／著 飛鳥新社 

・ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り    

                    真藤 舞衣子／著 立東舎 

 

 
この一冊 

 
新着本から 

【えほん】 

・へんしんどうぶつえん    あきやま ただし／作・絵 金の星社 

・おべんとうバスのかくれんぼ   

真珠 まりこ／さく・え チャイルド本社 

・あまがえるりょこうしゃ ちかたんけん     

                 松岡 たつひで／作 福音館書店 

・まよなかのトイレ      まるやま あやこ／さく 福音館書店 

・ねずみくんのピッピッピクニック  なかえ よしを／作 ポプラ社  

【児童書 よみもの】 

・ルルとララのガトーショコラ あんびる やすこ／作・絵 岩崎書店 

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂  15       廣嶋 玲子／作 偕成社 

・ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 公式ガイドブック  

                   廣嶋 玲子 他／著 偕成社 

・怪奇漢方桃印 4 なかなかやばいの違反解除湯   

                     廣嶋 玲子／作 講談社 

【児童書 そのた】 

・進化をたどる７億年の旅 ジョン・ウッドワード／作 河出書房新社 

・ペットボトルで育てよう 野菜・花    谷本 雄治／著 汐文社    

・科学者になりたい君へ （１４歳の世渡り術）   

                  佐藤 勝彦／著 河出書房新社           

・ネットの約束 今から知っておきたいルールとマナー 

日経 BPコンサルティング情報セキュリティ研究会／著 

日経 BPコンサルティング 

 


