
        

    

「ファンタジア」（アニメ）「ファンタジア」（アニメ）「ファンタジア」（アニメ）「ファンタジア」（アニメ）    対象／対象／対象／対象／    幼児～大人幼児～大人幼児～大人幼児～大人    

日日日日    時時時時    ／／／／    １０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～（（（（１２０１２０１２０１２０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～アジフライからの脱出～●きらポン～アジフライからの脱出～●きらポン～アジフライからの脱出～●きらポン～アジフライからの脱出～    

 アジフライになってしまったきらポンの衣をはが

して救出しよう！本を借りると参加できます。 

10 月２７日（日）～脱出完了次第終了 

●ぬいぐるみおとまり会●ぬいぐるみおとまり会●ぬいぐるみおとまり会●ぬいぐるみおとまり会    

 大切なぬいぐるみを図書館におとまりさせませんか？ 

日時／12 月６日（金）～7 日（土） 

対象／2 才～小学校低学年 定員／１０組  

募集期間／１０月 16 日（水）～11 月 15 日（金） 

申し込み方法／申込書に記入して図書館に提出 

●としょかん美術館●としょかん美術館●としょかん美術館●としょかん美術館１０月２７日～11月30日 

図書館所蔵の絵画集をフロアや階段スペースに展

示しています。 

 ≪ワークショップ≫白いお皿にあなたのごちそう

アジフライの絵を描こう！ 

作品は期間中、図書館に展示します。 

●渾身の一行コンテスト●渾身の一行コンテスト●渾身の一行コンテスト●渾身の一行コンテスト投票開始投票開始投票開始投票開始    

10 月８日（火）～10 月２２日（火） 

●おび●おび●おび●おびココココンンンン！！！！2019201920192019    〆切せまる！！〆切せまる！！〆切せまる！！〆切せまる！！    

応募〆切／10 月 13 日（日）投票１０月 29 日（火）～ 

●秋の本活！●秋の本活！●秋の本活！●秋の本活！    

日時／日時／日時／日時／10101010 月月月月 27272727 日（日）～日（日）～日（日）～日（日）～11111111 月月月月 4444 日（月）日（月）日（月）日（月） 

図書館で使わなくなった本などを必要な方に 

お譲りします。紙袋等はご持参ください。 

●いつでもおはなし会●いつでもおはなし会●いつでもおはなし会●いつでもおはなし会    

１０月 27 日（日）～11 月 9 日（土） 

子どもを対象に、いつでも読み聞かせを行います。 

秋も図書館はイベント満載！ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）秋も図書館はイベント満載！ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）秋も図書館はイベント満載！ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）秋も図書館はイベント満載！ミライｏｎ図書館（県立長崎図書館）10101010／５オープン！／５オープン！／５オープン！／５オープン！    

 

 

              

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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    24242424    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（火）  今福公民館  

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

２日（水）  調川小学校 調川公民館 

３日（木）  青島小中学校・地区 

４日（金）  御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 志佐中学校 

８日（火）  上志佐小学校  

調川中学校 

９日（水） 今福小学校 

御厨中学校 

10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 

15日（火） 今福公民館  

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

16日（水）  調川小学校 調川公民館 

17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 

18日(金）  御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 

23日(水）  上志佐小学校 

24日(木）  今福小学校 

25日(金)  飛島 

29日(火)  今福公民館  

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

30日(水)  調川小学校 調川公民館 

としょかんシネマ＜10 月＞ 

10101010 月月月月    11111111 月月月月    

場所／おはなしのへや 

＜＜＜＜１０１０１０１０月月月月の予定の予定の予定の予定＞＞＞＞    ６日・６日・６日・６日・13131313 日・日・日・日・20202020 日・２７日日・２７日日・２７日日・２７日    

１１時～１１時～１１時～１１時～ 

    

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＜１０月＞巡回日

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！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 

イ ベ ン ト 

トピックス 

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。 

『これさえ読めばなんとかなる『これさえ読めばなんとかなる『これさえ読めばなんとかなる『これさえ読めばなんとかなる    ラグビーのルールラグビーのルールラグビーのルールラグビーのルール    超・初級編超・初級編超・初級編超・初級編』』』』    

（中野 良一・木谷 反亮／著 ２０１９年刊） 

まだ間に合います‼アジア初、日本で開催（9／２０～11／２）されている“ラグビーワールドカップ２０１９”

が楽しめる超・初心者向けラグビールールブックです 

ラグビーは「難しそう」「身近なスポーツではない」という人や「日本で開催されるから観てみたい、応援した

い」という人もこの本があればなんとかなりそう♪♪ポジション・反則・素朴な疑問などをラグビールール動画キ

ャラクターのキシボーイがふりがな付の大きな文字とかわいいイラストで～まるで絵本のように～わかりやすく、

カンタンに説明をしてくれています。みんなでラグビーワールドカップを楽しく観戦しましょう。（Ｍ） 

◆特設コーナー 「冒険「冒険「冒険「冒険しちゃう？しちゃう？しちゃう？しちゃう？」」」」 

ページをめくればどんな世界にだってとびだせる！！ 

わくわく、どきどきの本が大集合！！ 

「まつりだ！」「まつりだ！」「まつりだ！」「まつりだ！」    

今年もまつりの季節がやってきました。世界のまつりをのぞいてみよ

う！ 

◆企画展示コーナー 

「「「「あそびじゅつあそびじゅつあそびじゅつあそびじゅつ」」」」「「「「たべものたべものたべものたべもの」」」」    

「「「「ハロハロハロハロハロハロハロハロ    ハロウィ～ンハロウィ～ンハロウィ～ンハロウィ～ン」」」」    

「「「「きらきらことばきらきらことばきらきらことばきらきらことば」」」」    

「ワールドカップを楽しもう！」「ワールドカップを楽しもう！」「ワールドカップを楽しもう！」「ワールドカップを楽しもう！」    

お知らせお知らせお知らせお知らせ・・・・・・・・・・・・    

「書評コーナー」を設置しました。 

17 番書架奥です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

この一冊 

企画展示 

ラグビーワールドカップでは日本チームが快進

撃をみせ、大きな感動をもたらしてくれています。

これをきっかけにラグビーの魅力にはまった！と

いう人も少なくないはず。今まで知らなかったこ

とを知ることは楽しく、嬉しい体験です。身の回

りのどんなことでも、「気になった！」が知るチャ

ンス！「読む」「聴く」「見る」「話す」・・・活動

方法はさまざま。そしていよいよ、10 月 5 日に

は大村市に新しい県立図書館「ミライＯＮ図書館」 

      がオープンします。さあ、あなた

の知的好奇心、もう一歩先に広げ

てみませんか？ 

【【【【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】    

・キャベタマたんていじごくツアーへごしょうたい 

三田村 信行／作 金の星社 

・校門の白魔女は知っている  

藤本 ひとみ／原作 講談社 

・アッチとドッチのフルーツポンチ  

角野 栄子／作 ポプラ社 

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

・みんなが知りたい！「ものの一生」がわかる本  

こどもラーニング編集室／著 メイツ出版 

・しょうぎのくにであそぼう 中倉 彰子／作 講談社 

・親子で楽しむ和算の図鑑  

谷津 綱一／著 技術評論社 

・妖怪 空想科学読本  

柳田 理科雄／著 ＰＨＰ研究所 

【【【【絵本絵本絵本絵本】】】】    

・うちに帰りたくないときに読む本  

川崎 二三彦／監修 少年写真新聞社 

・ちいさなひこうきのたび  

みねお みつ／作 福音館書店 

【【【【一般書一般書一般書一般書    文学文学文学文学】】】】    

・「捨てなきゃ」と言いながら買っている  

岸本 葉子／著 双葉社 

・ナポレオン １ 台頭篇 佐藤 賢一／著 集英社 

・やわらかく、考える。  

外山 滋比古／著 ＰＨＰ研究所 

・さよならの儀式 ８ Science Fiction stories 

宮部 みゆき／著 河出書房新社 

・図鑑世界の文学者     ﾋﾟｰﾀｰ･ﾋｭｰﾑ／著 東京書籍 

・ジョン・マン ７ 邂逅編  

山本 一力／著 講談社 

・渦 妹背山婦女庭訓魂結び  

大島 真寿美／著 文芸春秋 

・栗本薫と中島梓    里中 高志／著 早川書房 

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

・その苦しみは続かない 盲目の先生 命の授業  

竹内 昌彦／著 朝日新聞出版 

・佐藤優直伝！最強の働き方  

佐藤 優／著 自由国民社 

・ひとり老後、賢く楽しむ 岸本 葉子／著 文響社 

 

 
新着本から 


