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日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

    １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    

７７７７    ８８８８    ９９９９    10101010    11111111    12121212    13131313    

14141414    15151515    16161616    17171717    18181818    19191919    20202020    

21212121    22222222    23232323    24242424    25252525    26262626    27272727    

28282828    29292929    30303030    31313131                

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                1111    2222    3333    

4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    

11111111    12121212    13131313    14141414    15151515    16161616    17171717    

18181818    19191919    20202020    21212121    22222222    23232323    24242424    

25252525    26262626    27272727    28282828    29292929    30303030    31313131    

●●●●課題図書の課題図書の課題図書の課題図書の    

利用利用利用利用についてについてについてについて 

利用
り よ う

が 集 中
しゅうちゅう

するため、

次
つぎ

のとおりとします。 

貸出
かしだし

冊数
さっすう

 １冊
さつ

 

貸出
かしだし

期間
き か ん

 ８日間
にちかん

 

※延 長
えんちょう

はできません。 

※予約
よ や く

は１冊
さつ

まで。 

＜コンクール＞ 

・青少年読書感想文全国 

・長崎県読書感想文 

・西日本読書感想画    

トピックス 

            

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

１日（月） 青島小中・地区 

２日（火） 上志佐小学校 調川中学校 

３日（水） 今福小学校 御厨中学校 

4 日（木） 殿ノ浦集会所 鷹島公民館・保育所 船唐津公

民館 鷹島支所 阿翁フェリー発着所 

鷹島中学校 鷹島小学校 

５日（金） 星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

８日（月） 調川小学校 調川公民館 

９日（火） 今福公民館 御厨小学校 御厨公民館 

10日（水） 上志佐小学校 志佐小学校  

11日（木） ひかりケ丘保育園 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 今福中学校 

12日（金） 今福小学校 志佐中学校  

16日（火） 星鹿小学校   

17日（水）  調川小学校 

18日（木）  御厨小学校 志佐小学校 

19日（金） 星鹿公民館 星鹿港広場  

23日（火） 今福公民館 飛島 

24日（水） 調川公民館 

26日（金） 御厨公民館 

＜＜＜＜7777 月月月月の予定の予定の予定の予定＞」＞」＞」＞」    7777 日日日日・・・・14141414 日・日・日・日・21212121 日日日日 

７月７月７月７月２８日２８日２８日２８日はははは５５５５じからじからじからじから「「「「こわ～いこわ～いこわ～いこわ～いおはなし会おはなし会おはなし会おはなし会」」」」がががが

あります！あります！あります！あります！        ＊＊＊＊予定は変更になる場合があります。 

    

場所／おはなしのへや 

時間／１１時～ 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

カレンダー 

7777 月月月月    8888 月月月月    

松浦市立図書館 ☎0956-72-4677 

              〒859-4501 松浦市志佐町浦免 1483-1  

ホームページ  

https://www.city-matsuura.jp/library/index.html 

ボランティアによるおはなし会です。 

日日日日    時時時時    ／／／／    7777／／／／27272727（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～    

作作作作    品品品品    ／／／／    １．１．１．１．『『『『新新新新
しん

・・・・ 恐 竜恐 竜恐 竜恐 竜
きょうりゅう

大進撃大進撃大進撃大進撃
だいしんげき

』』』』（（（（かがくかがくかがくかがく））））    

２．２．２．２．『おしりたんてい『おしりたんてい『おしりたんてい『おしりたんてい１１１１    ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！ププッとかいけつ！    

おしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょうおしりたんていとうじょう！！！！』』』』（（（（アニメ）アニメ）アニメ）アニメ）    

 

移動図書館きらきら号＜７月＞巡回日

お 知 ら せ 

スクリーンでスクリーンでスクリーンでスクリーンで迫 力迫 力迫 力迫 力
はくりょく

満点満点満点満点
まんてん

！！！！

恐 竜恐 竜恐 竜恐 竜
きょうりゅう

のののの誕 生誕 生誕 生誕 生
たんじょう

からからからから絶滅絶滅絶滅絶滅
ぜつめつ

までをまでをまでをまでを

ＣＧでしょうかいします！ＣＧでしょうかいします！ＣＧでしょうかいします！ＣＧでしょうかいします！ 

●本で調べて本で調べて本で調べて本で調べてほうこくしよう！ほうこくしよう！ほうこくしよう！ほうこくしよう！    ７／７／７／７／２２２２８８８８（（（（日）１０日）１０日）１０日）１０時時時時～１２～１２～１２～１２時時時時    

本でしらべるってどうするの？ テーマのきめかた、百科事典のつかいか

た、まとめかたを体験します。 ・場所／音楽練習室（生涯学習センター２階） 

・対象／小学校低学年 ・定員／５名（先着）事前に申し込んでください。    

●●●●きらポンをさがせ！きらポンをさがせ！きらポンをさがせ！きらポンをさがせ！    ８／８／８／８／１０１０１０１０（土）～（土）～（土）～（土）～８８８８／１２／１２／１２／１２（（（（月）月）月）月）    

ほんだなにかくれたきらポンをさがして、シールのきらポンをかんせいさせよ

う！カウンターでもうしこんでね！ 

●おび●おび●おび●おびココココンンンン！！！！2019201920192019    応募〆切１０応募〆切１０応募〆切１０応募〆切１０／／／／１３１３１３１３（日）（日）（日）（日）    

あなたが書いた「おび」でその本が大人気になるかも！ 

応募用紙（図書館、きらきら号 ＊提出もこちらへ）のほか、高さ７㎝の用紙で

も応募できます。対象は松浦市立図書館所蔵の本です。 

としょかんシネマ＜７月＞ どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも無料無料無料無料
むりょう

でででで 入 場入 場入 場入 場
にゅうじょう

できるできるできるできる上 映 会上 映 会上 映 会上 映 会
じょうえいかい

です。どうぞです。どうぞです。どうぞです。どうぞ、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽
き が る

におにおにおにおこしこしこしこしくだくだくだください。さい。さい。さい。    

イ ベ ン ト 

★優秀賞・最優秀賞 

には賞状・副賞が！ 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

８／３（土） ２時～3 時 

おはなしのへや 



◆特設コーナー「「「「MATSUURAMATSUURAMATSUURAMATSUURA    MACKAYMACKAYMACKAYMACKAY 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市３０周年！３０周年！３０周年！３０周年！」」」」    

 松浦市とオーストラリアのマッカイ市は、平成元年 7 月に 

姉妹都市提携を結んでから 30 周年を迎えます。 

オーストラリアから世界をのぞいてみませんか？ 

◆企画展示コーナー 

「「「「防災防災防災防災・・・・雨雨雨雨」」」」    「「「「おばけだじょ～」おばけだじょ～」おばけだじょ～」おばけだじょ～」    

「課題図書・「課題図書・「課題図書・「課題図書・自由研究自由研究自由研究自由研究・工作」・工作」・工作」・工作」    

「「「「健康づくりチャレンジ」健康づくりチャレンジ」健康づくりチャレンジ」健康づくりチャレンジ」 

◆◆◆◆児童コーナーに「児童館で大人気！」「児童館で大人気！」「児童館で大人気！」「児童館で大人気！」の本を紹介しています。    

この他にもこの他にもこの他にもこの他にも・・・・・・・・・・・・「各賞受賞作品、映像化作品」など話題作、読み聞かせに

ぴったりの本を集めたコーナー 

も常設しています。 

※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。 

『『『『ナマコ天国ナマコ天国ナマコ天国ナマコ天国』』』』（（（（本川達雄本川達雄本川達雄本川達雄／／／／著著著著    こしだミカ／絵こしだミカ／絵こしだミカ／絵こしだミカ／絵    偕成社偕成社偕成社偕成社    ２０１９２０１９２０１９２０１９年刊年刊年刊年刊））））    

知れば知るほどおもしろい！ふしぎがいっぱい！それがみなさんご存知“ナマコ”。海で、お節料理でおなじみ

ですが、ナマコはないないづくしのすごい生き物。ご存知ですか？目も、耳も、脳も、心臓も！ない！ない！ない！

それでも立派に生きている。なぜそんなことができるのか…気になる方も気にならない方もご一読を。“ほ乳類対

ナマコ「ある」「ない」くらべ”、“ナマコの超能力”など好奇心をくすぐる一頁、一頁を読み進むうちに、あなた

はすっかりナマコのトリコになりますよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

  

 

  

 

  

～図書館でクールシェア～～図書館でクールシェア～～図書館でクールシェア～～図書館でクールシェア～    
 

「クールシェア」という言葉をご存

知ですか？夏の暑い日、公共施設や商

業施設などに集って、涼しい空間をシ

ェアする取り組みです。 

環境破壊により、ものすごいスピー

ドで地球上の生命が絶滅の危機にあり

ます。身近なことから、できれば楽し

く地球にやさしい（それは私たちにも 

     やさしいということ）活

動を、図書館を利用する

ことからはじめてみま

せんか？ 

企画展示 

この一冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新着本から 

【【【【児童書児童書児童書児童書    よよよよみもの】みもの】みもの】みもの】    

・こんどこそは名探偵    杉山 亮／作 偕成社 

・鬼遊び 鬼よぶわらべ歌 広嶋 玲子／作 小峰書店 

・作家になりたい！ ５ 両思いってファンタジー？ 

小林 深雪／作 講談社 

【【【【児童書児童書児童書児童書    そそそそのた】のた】のた】のた】    

・かんたんレベルアップ絵のかきかた１風景をかこう 

女子美術大学付属高等学校／監修 汐文社 

・めぐみの森 藤原 幸一／文・写真 新日本出版社 

・不登校でも大丈夫    末富 晶／著 岩波書店    

紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居    

・・・・異常気象から異常気象から異常気象から異常気象からいのちいのちいのちいのちを守るを守るを守るを守るシリーズシリーズシリーズシリーズ    教育画劇教育画劇教育画劇教育画劇    

    たいふうがやってきた！  たけいした ふみこ／作 

おばけのモックンとねっちゅうしょうおばけ  

あくざわ めぐみ／作・絵

ながあめと２ひきのかえる   千秋 まみこ／作・絵

むしにごようじん        田中 六大／作・絵 

すずしいよ！みどりのカーテン  大沢 幸子／作・絵

たつまきがおこったら？     杜 今日子／作・絵 

絵本絵本絵本絵本    

・９９９ひきのきょうだいのほしをさがしに  

木村 研／作 ひさかたチャイルド 

・はるとあき      斎藤 倫／作 福音館書店 

・字のないはがき    向田 邦子／原作 小学館 

 

【【【【一般書一般書一般書一般書    読み物読み物読み物読み物】】】】    

・キングダム       藤原 健市／小説 集英社 

・中川李枝子 本と子どもが教えてくれたこと  

中川 李枝子／著 平凡社 

・湖    ビアンカ・ベロヴァ ／著 河出書房新社 

・百花          川村 元気／著 文藝春秋 

・鬼を待つ（弥勒シリーズ） あさの あつこ／著 光文社 

・女の偏差値（美女入門）  

林 真理子／著 マガジンハウス 

・育休刑事（デカ）      似鳥 鶏／著 幻冬舎 

・トロイメライ       村山 早紀／著 立東舎 

・あちらにいる鬼   井上 荒野／著 朝日新聞出版 

【【【【一般書一般書一般書一般書    その他その他その他その他】】】】    

・北朝鮮を知るための５５章 第２版  

石坂 浩一／編著 明石書店 

・平成スポーツ史 Vol．１～6  

ベースボール・マガジン社 

・日本の海岸植物図鑑  中西 弘樹／著 トンボ出版 

・科学する心  

池澤 夏樹／著 集英社インターナショナル 

・草とりにワザあり！  西尾 剛／著 誠文堂新光社 

・藤井聡太の鬼手   書籍編集部／編 日本将棋連盟 

・椅子に座ってできるシニアの１，２分間筋トレ体操 

５５         斎藤 道雄／著 黎明書房 


