
        

    

ざんねんざんねんざんねんざんねんないきもの事典ないきもの事典ないきもの事典ないきもの事典（（（（かがくかがくかがくかがく・・・・アニメアニメアニメアニメ））））    

日日日日    時時時時    ／／／／    ８８８８／／／／１１１１7777（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～（（（（50505050 分）分）分）分）    

場場場場    所所所所    ／／／／    生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）生涯学習センターホール（２階）    

参参参参    加加加加    ／／／／    無料無料無料無料（（（（むりょう）むりょう）むりょう）むりょう）    

申し込みは申し込みは申し込みは申し込みはいりません。いりません。いりません。いりません。    

●●●●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    応募〆切応募〆切応募〆切応募〆切 10101010／／／／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。 

・佐世保・佐世保・佐世保・佐世保市立図書館市立図書館市立図書館市立図書館がががが利用できます。利用できます。利用できます。利用できます。    ・・・・課題図書課題図書課題図書課題図書、自由研究の利用はお早目、自由研究の利用はお早目、自由研究の利用はお早目、自由研究の利用はお早目にににに！！！！    

 

 

              

 

   

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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                        

            

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

１日（木） 青島小中・地区 

６日（火） 今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

７日（水） 御厨公民館 調川公民館 

8日（木） 殿ノ浦集会所 鷹島公民館・保育所 舩唐津漁民

センター 鷹島支所 フェリー発着所（阿翁） 

９日（金） 鷹島小学校 鷹島中学校 

20日（火） 今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

21日（水） 福島中学校・福島養源小学校 

22日（木） ひかりケ丘保育園 養源保育所 福崎会館  

福島診療所 

23日（金） 御厨公民館 調川公民館  

27日（火） 飛島 

８８８８月月月月    ９９９９月月月月    

～～～～    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もももも開催！開催！開催！開催！～～～～    
時間／２時～３時  
場所／おはなしのへや 

8/3

（土） 

★優秀賞・最優秀賞には賞状・副賞が！ 

としょかんシネマ＜８月＞

場所／おはなしのへや 

時間／１１時～ 

＜＜＜＜８８８８月月月月の予定の予定の予定の予定＞＞＞＞    ４４４４日日日日・・・・１８１８１８１８日・日・日・日・２５２５２５２５日日日日 

＊８月 11 日はお休みです。＊予定は変更になる場合があります。 

    

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

ボランティアによるおはなし会です。 

ざんねんなしんかをとげたいきものをしょうかいします。 

「ざんねんないきもの事典」原作    

カレンダー 

移動図書館きらきら号＜８月＞巡回日程 

●●●●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。 

●●●●佐世保市立図書館の利用ができます。佐世保市立図書館の利用ができます。佐世保市立図書館の利用ができます。佐世保市立図書館の利用ができます。    

＜利用するには＞ 

佐世保市立図書館で「利用登録申込書」と免許証等住所を確認でき

るものを提出して、利用者カードを発行してもらってください。 

＜利用できるサービス＞ 

・佐世保市立図書館の本を借りる。 

・佐世保市立図書館で借りた本を松浦市立図書館へ返す。 

・松浦市立図書館で借りた本を佐世保市立図書館へ返す。 

＜ご注意ください＞ 

・返却口（ポスト）への返却はできません。 

・各館を通して借りた相互貸借の本（他館の本）は借り受けた図書

館へ返してください。 

 

●毎月第３金曜日（アジフライデー）は、 

図書館でもいいことあるかも！？お楽しみに！ 

 

でっかいスクリーンで楽しもう！でっかいスクリーンで楽しもう！でっかいスクリーンで楽しもう！でっかいスクリーンで楽しもう！ 

お 知 ら せ 

トピックス 

イ ベ ン ト 

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 



※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。 

『『『『つくる・育てる・飾る！超ミニ盆栽つくる・育てる・飾る！超ミニ盆栽つくる・育てる・飾る！超ミニ盆栽つくる・育てる・飾る！超ミニ盆栽    新装版新装版新装版新装版』』』』    

（岩井 輝紀／著／ブティック社 2019 年刊） 

超ミニ盆栽とは、３ｃｍ以下のとてもかわいい親指サイズの盆栽。例えば、どんぐりを発芽させたり、指ぬきに

脚をつけて鉢にしたり、身近な植物や小物を上手に使って誰でもすぐに作れるのが、超ミニ盆栽です。場所をとら

ないのでどこにでも飾って楽しめ、インテリア感覚で鑑賞することができます。写真を多数使った丁寧な説明があ

り初心者にもわかりやすく、巻末には超ミニ盆栽におすすめの苔や樹木の図鑑が掲載されています。 

夏休みの作品に親子で作ってみてはいかがでしょうか？    

◆特設コーナー 「「「「月月月月へへへへ・・・・宇宙宇宙宇宙宇宙へへへへ」」」」    

人類が月面に降り立ってから５０年。今、月があつい！宇宙があつい！  

 

◆企画展示コーナー 

「「「「ポピュラーサポピュラーサポピュラーサポピュラーサイエンスイエンスイエンスイエンス    大人も子どもも、科学する夏大人も子どもも、科学する夏大人も子どもも、科学する夏大人も子どもも、科学する夏」」」」    

「「「「ぼうしをぼうしをぼうしをぼうしをかぶっていきなさ～かぶっていきなさ～かぶっていきなさ～かぶっていきなさ～いいいい」」」」「「「「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」「平和って「平和って「平和って「平和ってどんなこと？」どんなこと？」どんなこと？」どんなこと？」    

    

◆◆◆◆新着本新着本新着本新着本のコーナーをのコーナーをのコーナーをのコーナーを増設増設増設増設しましたしましたしましたしました！！！！ 

    新しく届いた本をできるだけ長く、ご覧いただきやすいように、新着本

のコーナー増設しました。どしどしご利用ください。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

この一冊 

企画展示 

～人とつながれば・・・～ 

７月は中学校から４名の生徒が職場体

験にやってきました。「図書館が好き、本

が好き」それぞれの思いで興味を持って

日々取り組んでくれました。先日届いた

お手紙の中に「図書館の仕事で人とつな

がれることがわかった。」という感想があ

り、短い時間でしたが、このことを感じ

てくれたことにとてもうれしく思いまし

た。 

８月は平和について心を寄せる季節で

す。人と人とがつながって、争いや憎し 

みが少しでもなくなる

ことを祈ります。 

・認知症予防におすすめ図書館利用術３『調べる力』で

脳を活性化  結城 俊也／著 日外アソシエーツ    

【【【【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】    

・五年霊組こわいもの係 １１ 六人のこわいもの係、

だいだらぼっちと約束する。 

床丸 迷人／作 KADOKAWA 

・アトリと５人の王 菅野 雪虫／著 中央公論新社 

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

・ニワトリの大研究  森 誠／監修 ＰＨＰ研究所 

・化石ハンター   小林 快次／著 ＰＨＰ研究所 

・なつのおうさまかぶとむし  ひさかたチャイルド 

・楽しくリサイクル！こども工作ワンダーランド 

佐藤 京子／写真・文 ブティック社 

・ハエトリグモ ちいさなハンター  

坂本 昇久／著 ポプラ社 

【【【【絵本絵本絵本絵本】】】】    

・おにのサラリーマン じごくの盆やすみ  

富安 陽子／文 大島 妙子／絵 福音館書店 

・夏とおとうとと ふくだ いわお／作 光村教育図書 

・おにゃけ   大塚 健太／作 柴田 ケイコ／絵

             パイインターナショナル 

 

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

・１００年人生七転び八転び  

外山 滋比古／著 さくら舎 

・ノーサイド・ゲーム  

池井戸 潤／著 ダイヤモンド社 

・宇賀島水軍伝         乾 浩／著 郁朋社 

・旅の窓からでっかい空をながめる  

椎名 誠／著 新日本出版社 

・〈奇〉と〈妙〉の江戸文学事典  

長島 弘明／著 文学通信 

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

・住み継がれる集落をつくる  

山崎 義人／編著 学芸出版社 

・亜澄錬太郎事件簿 ５ 撤退の代償  

斎藤 勝裕／著 シーアンドアール研究所 

・月へ 人類史上最大の冒険  

ロッド・パイル／著 三省堂 

・小さなお店、すてきな街のショップカード・DM・

フライヤー       パイインターナショナル 

・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  

ブレディみかこ／著 新潮社 

 

 
新着本から 


