
●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 

●あいうえお●あいうえお●あいうえお●あいうえお作文作文作文作文        

募集期間 １１月９日（土）～１２月１０日（火）    

お題「きらポン」  展示 ～１２月２７日（金） 

●秋の本活！●秋の本活！●秋の本活！●秋の本活！    ～～～～11111111 月月月月 4444 日（月）日（月）日（月）日（月） 

11/1611/1611/1611/16 サービスサービスサービスサービスをををを一部一部一部一部停止します停止します停止します停止します。。。。    西平西平西平西平あかねさん（絵本作家あかねさん（絵本作家あかねさん（絵本作家あかねさん（絵本作家））））がやってくる！がやってくる！がやってくる！がやってくる！    

●絵本作家●絵本作家●絵本作家●絵本作家「「「「西平西平西平西平あかねさんあかねさんあかねさんあかねさんのののの絵本絵本絵本絵本
のおはなし」のおはなし」のおはなし」のおはなし」（家読活動（家読活動（家読活動（家読活動推進推進推進推進事業）事業）事業）事業）    
「おばけかぞくのいちにち」シリーズなどでお

馴染み西平あかねさんの講演会です。 

お話を聞いたり、おばけレストランのメニュー

を考えたり親子で楽しめる内容です。 

【日時】【日時】【日時】【日時】１１月１７日（日）２時～３時１１月１７日（日）２時～３時１１月１７日（日）２時～３時１１月１７日（日）２時～３時    

【場所【場所【場所【場所】生涯学習センター】生涯学習センター】生涯学習センター】生涯学習センターホールホールホールホール（２階）（２階）（２階）（２階）    

＊＊＊＊駐車場は市役所をご利用ください。駐車場は市役所をご利用ください。駐車場は市役所をご利用ください。駐車場は市役所をご利用ください。    

【【【【申込方法】申込方法】申込方法】申込方法】図書館で図書館で図書館で図書館で申し込んでください。申し込んでください。申し込んでください。申し込んでください。

電話で電話で電話で電話でもももも可。可。可。可。 

●おび●おび●おび●おびココココンンンン！！！！2019201920192019    投票開始投票開始投票開始投票開始！！！！    

～～～～１２月１２月１２月１２月 1111 日日日日（（（（日日日日））））    

●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    ～～～～11111111 月月月月 9999 日（土）日（土）日（土）日（土）    

子どもを対象にいつでも読み聞かせを行います。 

●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    ～～～～11111111 月月月月 30303030 日日日日 

 ≪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≫ごちそうアジフライの絵を

描こう！～～～～１１月２４日（日）１１月２４日（日）１１月２４日（日）１１月２４日（日） 

    「「「「    おくりびとおくりびとおくりびとおくりびと    」」」」        対象／対象／対象／対象／    一般一般一般一般    

日日日日    時時時時    ／／／／    １１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（土）（土）（土）（土）２２２２時時時時～～～～（（（（１３０１３０１３０１３０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・・・・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。    

設備点検のためサービスの一部を設備点検のためサービスの一部を設備点検のためサービスの一部を設備点検のためサービスの一部を    

停止します。停止します。停止します。停止します。ご迷惑をご迷惑をご迷惑をご迷惑をおかけしますがご了承ください。おかけしますがご了承ください。おかけしますがご了承ください。おかけしますがご了承ください。    

【日時】 １１月１６日（土）終日 

【サービス停止内容】 貸出、予約、検索 

※資料の閲覧、視聴覚コーナー、館内設置のパソコン、コピー

サービスの利用は可能です。 

 

 

              

 

   

 

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

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                    

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

１日（金） 御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 志佐中学校 

５日（火） 上志佐小学校 調川中学校  

６日（水） 今福小学校 御厨中学校 

７日（木） 青島小中・地区 

１２日（火） 今福公民館 星鹿小学校  

星鹿公民館 星鹿港広場 

１３日（水）  調川小学校 調川公民館 

１４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（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

１９日（火）  上志佐小学校 

２０日（水） 今福小学校 

２１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 

２２日（金）  飛島 

２６日（火）  今福公民館 星鹿小学校  

星鹿公民館 星鹿港広場 

２７日（水） 調川小学校 調川公民館  

２９日（金） 御厨小学校 御厨公民館 志佐小学校 

11111111 月月月月    12121212 月月月月    

＜＜＜＜１１１１１１１１月月月月の予定の予定の予定の予定＞＞＞＞    １１時１１時１１時１１時～～～～    ３３３３日・日・日・日・17171717 日・日・日・日・24242424 日日日日    

14141414 時～時～時～時～    10101010 日日日日 

    

としょかんシネマ＜11 月＞ 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

お 知 ら せ 

トピックス 

＊予定は変更になる場合があります。 

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 

カレンダー 

場所／おはなしのへや 

移動図書館きらきら号＜１１月＞巡回日

ボランティアによるおはなし会です。 



※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。 

『『『『本好き本好き本好き本好きの下剋上の下剋上の下剋上の下剋上』』』』シリーズシリーズシリーズシリーズ（香月 美夜／著 ＴＯブックス） 

 

もしも世界に本がなかったら？植物紙の本が存在しない異世界を舞台に、５歳の少女・マインが挑むのは紙作り

からはじめる本の普及計画。日本で本に埋もれる生活をしていた前世の記憶と知識はあるものの、平民の子どもひ

とりには困難な道のりで…。粘土板やパピルス、印刷技術など、私たちが手にする紙の本に至るまでの進化の歴史

を現地の材料で再現していく、読み応えたっぷりのファンタジー小説です。今年は１０月からアニメも放送中です

ので、「本好き」な方は原作もぜひ。（Ｍ） 

◆特設コーナー 「「「「芸術芸術芸術芸術のののの秋秋秋秋・・・・読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋」」」」 

深まりゆく秋。あなたは何をしてすごしますか？今回は、心に響く「芸

術」をテーマに展示しています。 

◆企画展示コーナー 

「「「「お仕事お仕事お仕事お仕事小説特集小説特集小説特集小説特集」」」」        

「「「「太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年太宰治生誕百十周年」」」」    

「「「「大きくなった大きくなった大きくなった大きくなったら・・・ら・・・ら・・・ら・・・」」」」 

「「「「ぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまりぬいぐるみおとまり会会会会」」」」    

「たべもの」「たべもの」「たべもの」「たべもの」    

「「「「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」」」」    

    

・・・・お知らせお知らせお知らせお知らせ・・・・    

「旅」の本を 

１４番書架奥に 

移動しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

この一冊 

【【【【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】    

・月の光を飲んだ少女 ケリー・バーンヒル／著 評論社 

・モンスター・ホテルでオリンピック  

柏葉 幸子／作 小峰書店 

・境い目なしの世界    角野 栄子／著 理論社 

・よるのまんなか  おくはら ゆめ／作絵 理論社    

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

・でんじろう先生の科学は爆発だ  

米村 でんじろう ／監修 幻冬舎 

・発見くらしのなかのプログラミング 

 １ 学校のプログラミング 

 ２ 家のプログラミング 

３ まちのプログラミング 

藤川 大祐／監修 ポプラ社 

・未来を変えるロボット図鑑  

ルーシー・ロジャーズ／ほか監修 創元社 

【【【【絵本絵本絵本絵本】】】】    

・おおにしせんせい   長谷川 義史／作 講談社 

【かみしばい】【かみしばい】【かみしばい】【かみしばい】    

・ばけこちゃんのいもほり  苅田 澄子／脚本 童心社 

 

【【【【一般書一般書一般書一般書    文学文学文学文学】】】】    

・犯人に告ぐ ３ 紅の影  雫井 脩介／著 双葉社    

・大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件    

カーク・ウォレス・ジョンソン／著 化学同人 

・ナポレオン ２ 野望篇 佐藤 賢一／著 集英社 

・赤の大地と失われた花  

ホリー・リングランド／著 集英社 

・１１月に去りし者  

ルー・バーニー／著 ハーパーコリンズ・ジャパン 

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

・農家が教える野菜の発芽・育苗コツと裏ワザ 

農文協／編 農山漁村文化協会 

・長崎県スポーツ史 平成版  

長崎新聞社運動部／著 長崎新聞社 

・草・つる・枝でつくる編みかご１００  

佐々木 麗子／著 誠文堂新光社 

・ショートカットキー時短ワザ大全  

辻村 司／著 SB クリエイティブ 

・宮沢賢治の地学実習   柴山 元彦／著 創元社 

 
新着本から 

企画展示 

先月、ノーベル化学賞受賞が決定した吉野彰さん

（旭化成株式会社名誉フェロー）が記者会見で、科

学に興味を持ったきっかけとして小学生の頃に読ん

だ「ロウソクの科学」（ファラデー）という１冊の本

を紹介されました。この本は２０１６年のノーベル

医学・生物学賞を受賞した大隅良典さんが科学を志

すきっかけとなった本としても話題になりました。 

１７９１年、鍛冶屋に生まれたファラデーは小学

校卒業後、製本店で働き、仕事の合間にたくさんの

本を読みました。ある日、百科事典にかかれている

電気について興味を持ち、やがて偉大な科学者とな

りました。ファラデーもまた、本によって科学に魅

せられた少年だったのですね。 


