
●松浦市読書活動推進計画のパブリックコメント（意見募集）を実施しています●松浦市読書活動推進計画のパブリックコメント（意見募集）を実施しています●松浦市読書活動推進計画のパブリックコメント（意見募集）を実施しています●松浦市読書活動推進計画のパブリックコメント（意見募集）を実施しています。。。。    

松浦市教育委員会では、市民の読書活動推進にかかる「松浦市読書活動推進計画」を策定します。より良い計

画にするため、市民・関係者の皆さんから幅広く意見を募集します。 

・公表する資料／松浦市読書活動推進計画（素案） 

・公表する場所／松浦市教育委員会生涯学習課、市立図書館、福島図書館、各支所及び各出張所、市ホームページ 

・意見の募集期間／令和元年５月２８日（火）まで 

・意見等を提出できる人／本市に在住・在勤・在学している方、本市の図書館・公民館図書室を利用している方 

・意見の提出方法／郵送又は持参、ファックス、ｅメール（氏名・住所・年齢・性別を記入してください。） 

（提出先）松浦市立図書館（提出先）松浦市立図書館（提出先）松浦市立図書館（提出先）松浦市立図書館（（（（上記上記上記上記））））FAXFAXFAXFAX：：：：0956095609560956----72727272----4646464630303030    メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：library@city.matsuura.lg.jplibrary@city.matsuura.lg.jplibrary@city.matsuura.lg.jplibrary@city.matsuura.lg.jp    

●「長崎県立長崎図書館協議会」における委員公募について（※●「長崎県立長崎図書館協議会」における委員公募について（※●「長崎県立長崎図書館協議会」における委員公募について（※●「長崎県立長崎図書館協議会」における委員公募について（※    応募先は県教育庁生涯学習課）応募先は県教育庁生涯学習課）応募先は県教育庁生涯学習課）応募先は県教育庁生涯学習課）    

募集期間／令和元年５月１７日まで。 応募資格／県内に居住又は通勤（通学）している方。 

※ 詳しい内容は、生涯学習課＜電話 095-894-3365＞へお問い合わせください。 

    

 

    

    貸出冊数について、何冊でも借りられるようになりました！ 

5555 月月月月はははは図書館振興図書館振興図書館振興図書館振興のののの月月月月ですですですです。。。。    
図書館図書館図書館図書館をもっとをもっとをもっとをもっと身近身近身近身近にににに暮暮暮暮らしのなかに・・・らしのなかに・・・らしのなかに・・・らしのなかに・・・ 

 

 

              

 

 

 

 

                         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

10日（金） 青島小中・地区 

14日（火） 今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

15日（水） 調川小学校 調川公民館 

16日（木） 鷹島公民館・保育所 船唐津公民館  

鷹島支所 鷹島中学校 鷹島小学校 

17日（金） 御厨小学校 御厨公民館  

志佐小学校 志佐中学校 

21日（火） 上志佐小学校  

御厨中学校 

22日（水） 今福小学校 調川中学校 

23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 

24日（金）  飛島  

26日（日）  鷹島公民館・鷹島保育所 阿翁フェリー発着所  

鷹島支所 殿ノ浦集会所 船唐津公民館 

28日（火）  今福公民館 

星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

29日（水）  調川小学校 調川公民館 御厨小学校 

31日（金）  御厨公民館  志佐小学校 

時間／11：00～ 

場所／おはなしのへや 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

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 

第１～第４日曜日  ＊予定は変更になる場合があります。 

 

５５５５月月月月の予定の予定の予定の予定    ＜＜＜＜５５５５日日日日・・・・１２１２１２１２日日日日・・・・１９１９１９１９日・日・日・日・２６２６２６２６日日日日＞＞＞＞    

    ～～～～５５５５／／／／１２１２１２１２（（（（日日日日））））    
～～～～５５５５／６／６／６／６    （月）（月）（月）（月）    

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５月巡回日程 

 
イベント 

 
お知らせ 

カレンダー 

リレーおはなし会 

５５５５月月月月    ６６６６月月月月    

トピックス 

★★★★ 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    

（（（（子ども子ども子ども子ども向け向け向け向け））））        

図書館職員が、いつでも読み聞

かせをします。 

★★★★    春の春の春の春の本活！本活！本活！本活！    図書館で使わなくなった本の譲渡会。紙袋等はご持参下さい。  

★★★★    図書館クイズ図書館クイズ図書館クイズ図書館クイズ（（（（子子子子どもどもどもども向け）向け）向け）向け）    図書館からの挑戦状！キミはいくつとけるかな？ 

 ★★★★    福福福福    袋袋袋袋（なくなり次第終了です。）図書館職員のおすすめの本をかりてみませんか？ 

 



※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                               

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

『『『『図書館超図書館超図書館超図書館超活用術活用術活用術活用術    最高の最高の最高の最高の「「「「知的空間知的空間知的空間知的空間」」」」で、で、で、で、本物の本物の本物の本物の思考力を身に思考力を身に思考力を身に思考力を身につつつつけるけるけるける』』』』    

（奥野 宣之／著 朝日新聞出版 2016 年刊） 

デジタル化が進み情報があふれるネット社会。そんな時代の「図書館活用術」とは？記者からフリーライター

となった著者が「もっと図書館を使いこなすために」と司書資格を取得。そこから見えてきた目から鱗の「超活

用術」。ネットでの検索は「すでに想像できている範囲」、「みんなと同じ検索」より「自分だけの模索」。すべての

ジャンルの本が並ぶ図書館は「歩き回れるインターネット」。なるほど、背表紙をみているだけでも、普段意識し

ないテーマへ興味をそそられる。そして「会社ほどフォーマルでなく、家ほどくつろがないちょうどいい緊張感」

の保てる空間が、知的好奇心を刺激せずにはいられない！ 

 

「松浦市読書活動推進計画」は

皆さんの図書館づくりにとって

も、大切な計画になります。私た

ちの暮らしに「便利」で「役立つ」

図書館になるために、皆様の「読

書」「図書館」についてのご意見

をぜひお寄せください！ 

◆特設コーナー「「「「としょかんとしょかんとしょかんとしょかんにおいでよにおいでよにおいでよにおいでよ」」」」 

長いお休みのあとは、ちょっとしんどい・・・。そんな時は図書館がちょう

どいい。こころにとどく本と、の～んびりすごしませんか？ 

◆企画展示コーナー「「「「としょかんどうぶつえんとしょかんどうぶつえんとしょかんどうぶつえんとしょかんどうぶつえん」「としょかんしょくぶつえん」「としょかんしょくぶつえん」「としょかんしょくぶつえん」「としょかんしょくぶつえん」」」」    

迫力の絵や写真でいきもののせかいをのぞいてみよう！「今日かりる本」プ

ラス１冊にくわえてみませんか？ 

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。 

 
新着本から 

企画展示 

この一冊 

一般書一般書一般書一般書【【【【読み物読み物読み物読み物】】】】    

・病院長戯言日誌    増崎 英明／著 木星社 

・ゆうゆうヨシ子さん  

嵐山 光三郎／著 中央公論新社 

・東京クライシス（内閣府企画官・文月祐美） 

阿生 正／著 祥伝社 

・いのちの人形 横関 大／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・ＤＲＹ        原田 ひ香／著 光文社 

・母のうた 美智子さまの御歌  

美智子／著 田中 章義／（編）著 徳間書店 

・心霊探偵八雲（１１）魂の代償  

神永 学／著 角川書店    

    

一般書一般書一般書一般書【その他【その他【その他【その他】】】】    

・奈良傑作美仏大全          枻出版社 

・美し、をかし、和名由来の江戸花図鑑  

田島 和彦／著 パイインターナショナル 

・キャッシュレス覇権戦争  

岩田 昭男／著 ＮＨＫ出版 

・強い体の基礎を作るスポーツキッズの毎朝のごはん 

古池 久美子／著 誠文堂新光社 

・やさしい絽ざしのことはじめ  

黒川 直子／著 日本文芸社 

 

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

・怪盗レッド（１６）宿命のライバルを救え  

秋木 真／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・ＭＩＮＥＣＲＡＦＴこわれた世界  

トレイシー・バティースト／作 竹書店 

・シェーラ姫の冒険 （上・下）  

村山 早紀／著 童心社 

・おさいふのかみさま  

苅田 澄子／作 フレーベル館 

・せんそうとへいわ  

たにかわ しゅんたろう／ぶん ブロンズ新社 

・こわす（こうじのえほん）  

サリー・サットマン／さく 福音館書店 

・子どもとたのしむはじめてのえいごえほん せいか

つのおはなし  

やまもと しょうぞう／さく くもん出版 

 

児童書児童書児童書児童書【そのた】【そのた】【そのた】【そのた】    

・数え方図鑑          日本図書センター 

・まねしてかんたん！女の子のかわいいイラストおえ

かき★レッスンブック新版  

ＹＵＵ／著 メイツ出版 

・なぜなぜ？かいけつルーペくん  

うえたに夫婦／著 パイインターナショナル 


