
  

 

「シーズンズ２万年の地球旅行」（ドキュメンタリー）

対象／ 幼児～大人 

日 時 ／ ９月 7 日（土）２時～（９７分） 

場 所 ／ 生涯学習センターホール（２階） 

参 加 ／ 無料（むりょう） ・申し込みはいりません。 

●地域資料の収集について 

市内の事業所や個人が発行する書籍、資料は貴重な松浦市の

情報となります。図書館ではこのような資料の収集、保存に

務め、利用者の皆様の利用に供しています。 

社史、記念誌、報告書、手記、作品集などの寄贈についてご

協力をお願いします。 

●新着本のコーナーを増設しました！ 

 新しく届いた本を長くご覧いただきやすいように、新着本の

コーナーを増設しました。ぜひ、ご利用ください。 

●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！ 

 

●渾身の一行コンテスト 

気になる一行を考えて、ちょっとだけ 

小説家の気分を味わおう！ 

応募〆切／9 月 29 日（日） 

応募方法／図書館に設置の応募用紙に記入して

応募箱かカウンターまでおもち下さい。作品は

図書館に掲示して来館者の投票で優秀賞を決定

します！ 

●おびコン！2019  

あなたが書いた「おび」でその本が 

大人気になるかも！ 

応募〆切／10 月 13 日（日） 

応募方法／図書館やきらきら号に設置の応募用

紙（または高さ７㎝の用紙）に作成のうえ図書

館、きらきら号に提出してください。対象は松

浦市立図書館所蔵の本です。 

個人、事業所等から発行される地域資料の収集にご協力をお願いします！ 

 
 
              
 

   
 
 

    

 
  
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 24 26 

27 28 29 30 31   

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

３日（火）  今福公民館  
星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

４日（水）  調川小学校 調川公民館 
５日（木）  青島小中学校・地区 
６日（金）  御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 志佐中学校 
10日（火）  上志佐小学校  

調川中学校 
11日（水） 今福小学校 

御厨中学校 
12日（木）  殿ノ浦集会所 鷹島公民館・保育園 

    舩唐津漁民センター 鷹島支所  
フェリー発着所（阿翁） 
鷹島中学校 鷹島小学校 

13日（金）  飛島 
17日（火）  今福公民館  

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 
18日（水）  調川小学校 調川公民館 
19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 

20日(金）  御厨小学校 御厨公民館  
志佐小学校 

25日(水）  上志佐小学校 
27日(金）  今福小学校 

９月 10 月 

としょかんシネマ＜９月＞ 

場所／おはなしのへや 

＜９月の予定＞１１時～／１日・１５日・２２日 

２時～／８日 

※２９日はお休みです。 

ボランティアによるおはなし会です。 

移動図書館きらきら号＜９月＞巡回日程 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 
カレンダー 

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 〒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 

＊予定は変更になる

場合があります。 



※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。 

『挫折を経て、猫は丸くなった。書き出し小説名作集』 

（天久 聖一／編 新潮社 20１６年刊）  

◆特設コーナー 「センスよ、光れ！」 

創作の秋。「おびコン２０１９！」「渾身の一行コンテスト」 

皆さんの意欲を掻き立てる作品、本を紹介しています！ 

 

◆企画展示コーナー 

「ワールドカップを楽しもう！」 

「心豊かに生涯読書」 

「どうぶつ だいすき！」 

「おじいちゃん おばあちゃんのえほん」 

「ポピュラーサイエンス 大人も子どもも、科学する」 

 

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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小説を選ぶとき、まず一行目を読んでみる。「これは自分好みかな？あ、この一行すごく気になる」。引きつけ

られる書き出しだと、その物語への期待値がぐんと高まる。みなさんはそんな経験ないですか？この本はそんな

書き出し小説の名作集。そのあとの物語は自分の想像力次第。同じ書き出しでも、人によってはミステリーだっ

たり、恋愛小説に感じたり。ぜひいろいろ想像しながら読んでみて下さい。そして、自分でも作品を作ってみま

せんか？図書館では「渾身の一行コンテスト」の作品を募集しています。たくさんのご応募をお待ちしています。 

 
 
 
 
  
 
 
 
                           
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

この一冊 

企画展示 

気候変動で不安定な天気が続きますが、それ

でも秋はやってきます。さあ、文学の秋・芸術の秋・

スポーツの秋！まちでは、スポーツ大会や作品展

など色々なイベントが目白押しです。 

図書館には手芸、絵画、音楽、映画、スポーツな

ど趣味にわたる本や、お仕事に役立つ専門書など

参考にしていただける本を揃えています。 

春から貸出冊数の制限がなくなりました。気にな

る本はとりあえず借りて、秋の夜長は 

   「まったり」と、「どっぷり」と、あの

本、この本・・・ながめてすごしてみ

ませんか？ 

【児童書 よみもの】 

・十年屋 ３ 時にはお断りもいたします  

広嶋 玲子／作 静山社 

・怪盗クイーン ニースの休日 アナミナティの祝祭 

前篇       はやみね かおる／作 講談社 

・怪談収集家 山岸良介と人喰い遊園地  

緑川 聖司／作 ポプラ社 

【児童書 そのた】 

・命をつなげ！ドクターヘリ ２  

岩貞 るみこ／文 講談社 

・あやしい植物図鑑 菅原 久夫／監修 ダイヤモンド社 

・何のための「教養」か 桑子 敏雄／著 筑摩書房 

・答えは本の中に隠れている  

岩波ジュニア新書編集部／編 岩波書店 

・小学生のドッジボール最強トレーニングＢＯＯＫ  

関川 卓真／監修 メイツ出版 

【絵本】 

・ヒロシマ消えたかぞく  指田 和／著 ポプラ社 

・１０ぴきのおばけのたんじょうび  

にしかわ おさむ／作 ひかりのくに 

【一般書 読み物】 

・希望の糸 東野 圭吾／著 講談社 

・ルパンの帰還 横関 大／著 講談社 

・我らが少女Ａ（合田雄一郎シリーズ）  

高村 薫／著 朝日新聞出版 

・チンギス紀 ５ 絶影  北方 謙三／著 集英社 

・へぼ侍         坂上 泉／著 文藝春秋 

 

【一般書 その他】 

・地域協働による高校魅力化ガイド  

地域・教育力魅力化プラットフォーム／編 岩波書店 

・そしていま、一人になった  

吉行 和子／著 ホーム社 

・おいしく長く楽しめる！収穫野菜の保存テク＆レシピ 

五十嵐 透／監修 ナツメ社 

・狂言を生きる    野村 万作／著 朝日出版社 

・被爆 ヒロシマ・ナガサキいのちの証  

江成 常夫／著 小学館 

・ラグビーのルール 超・初級編  

中野 良一他／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 

 

 
新着本から 


