
         春だ！図書館へいこう‼ 

●4/23～5/12 いつでもおはなし会 対象／小学生以下 

●4/25～5/6 本活！本のリサイクル市です。袋等はご持参ください。 

●4/23～5/12 「おうちぶんこ」おすすめの本を袋詰め！ 

●4/26 本のカバーでバックを作ろう！（先着）1４：00～16：00 

   お持ちの本のブックカバーで作りたい人は持ってきてください。 

●4/24～5/6 小学校読書活動作品展  

●4/23～ どくしょてちょうプレゼント（先着） 

●4/29 ちょっとスペシャルなおはなし会（雨天中止） 

     14：00～14：20 

●5/2 本がよみたくなる！なる！イーゼル作り（先着） 

    14：00～16：00  

●5/2 きらきら号開放 11：00～１５：00（雨天中止） 

 

●送料負担のお知らせ 

  4 月から、他館から図書を取り寄せる際に 

 送料が発生する場合、利用者様に送料をご負担 

 いただくことになりました。ご了承ください。 

 ＜支払いについて＞ 

  金額／往復分の送料  方法／切手 

  支払／借受時 

 

●図書館ボランティア登録（個人・団体） 
 募集中！ 
 市民参加による図書館の活性化を図るため、ボ

ランティアを募集します。あなたの「できること」

「やってみたいこと」で一緒に活動しませんか？ 

 詳しくは図書館までお問い合わせください。 

 

●利用者カードの登録内容に変更がある 
 方は届出が必要です！ 

 

●大型絵本がはいりました‼ 

「もこもこもこ」「キャベツくん」「てぶくろ」

「あるのかな」「おふとんかけたら」「きょだいな

きょだいな」「せんろはつづくまだつづく」 

「めっきらもっきらどおんどん」 

「３びきのやぎのがらがらどん」 

※ イベント等は、感染症の状況に 
      より中止することがあります。 

作品／「おしりたんてい ２ 

ププッふめつのせっとうだん」

（アニメ） 

対象／子どもから大人まで 

日時／４月２５（土） 

   午後２時～（60 分） 

場所／生涯学習センター 

   ホール（２階） 

参加／無料 申込／無料 

 

 

              

 

  ・4 月 23 日からこどもの読書週間がはじまります！！（5 月 12 日まで！）  

 

       

  

         

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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 25 26 27 28 29 30 

31       

4 月 

5 月 

休館日 →    

開館時間→ 10：00～18：00 

＊金曜日は 19：00 まで 

 カレンダー 

イ ベ ン ト 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

 

１０日（金） 青島小中学校・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） 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 

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 調川中学校  

２２日（水） 今福小学校 御厨中学校 

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 

２８日（火） 今福公民館  

       星鹿小学校 星鹿公民館 星鹿港広場 

３０日（木） 調川小学校 調川公民館 

トピックス 

お 知 ら せ 

移動図書館きらきら号＜４月＞巡回日

程 

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 

詳
し
く
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図
書
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で
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リレーおはなし会 

 4 月は中止します。 

としょかんシネマ＜４月＞ 

 

5 月 



※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。 

『ｎanahoshi の花おりがみ BＯＯＫ 大人かわいい四季の花々と動物たち』     

                 たかはし なな／著 メイツ出版 

 外を歩くとそこここに花が咲く春がやってきました。花は色や大小に関わらず、見るだけで心和やかになるか

ら不思議です。今回は季節を少し先に進めて楽しむこともできる花の折り紙をご紹介します。家の中、廊下の壁

やちょっとしたスペースに小さな花を飾ると、気分を変えてくれますよ。一輪挿し、リースやスワッグなどアレ

ンジの紹介も。これからの季節、藤を花のカーテンのように飾っても素敵ですね。（Ｙ） 

  

◆特設コーナー 

「あたらしいハルに・・・」期待と不安を胸に、新しいスタートの季 

  節です。そんなときに、この本がきっとあなたの味方に 

  なってくれます・・・。 

◆企画展示コーナー 

「５００選 小学校低学年向け 精選版」 

 長崎県がおすすめする本のうち、精選本をドーンとご紹介！ 

「にゅうがくにゅうえんおめでとう」いけいけ！１ねんせい！ 

「あなたが大切」大切な自分を、誰かを守るために・・・。 

「知的探求 誰もが、考える人」 

 哲学、思想、人生訓など集めました。 

「感染症を知る」正しく理解しましょう。 

「2019 総ざらい」毎年好評のコーナーです。 

「ほんとうの三太郎を 

    しってるかい？」 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

【児童書 よみもの】 

・ゆるびーくんゆうえんちにいく  

           斉藤 洋／さく ほるぷ出版 

・朔と新        いとう みく／著 講談社 

【児童書 そのた】 

・お蚕さんから糸と綿と 大西 暢夫／著 アリス館 

・じゅぎょうにしゅうちゅうしたいのに…  

          西田 征史／原作 ほるぷ出版 

・身近な生き物淡水魚・淡水生物 １ 学校編  

          さいたま水族館／監修 汐文社 

・琉球という国がった 上里 隆史／文 福音館書店 

・きいてみよう！世界のことばでこんにちは  

          ベン・ハンディコット／文 大月書店 

・恐竜ガールと情熱博士と     祓川 学／著 小学館 

【絵本】 

・ぼくたちのきせき     中川ひろたか／作 鈴木出版 

・はじめくんがっこうへいく  

           もりかわ しげみ／さく ナツメ社 

【一般書 文学】 

・誰にも相談できません  

          高橋 源一郎／著 朝日新聞出版 

・ドミノ in上海     恩田 陸／著 KADOKAWA 

・金子と裕而 歌に生き愛に生き  

          五十嵐 佳子／著 朝日新聞出版 

・赤の王（ナルマーン年代記） 

            廣嶋 玲子／著 東京創元社   

・かんもくの声       入江 紗代／著 学苑社  

 

【一般書 その他】 

・Word でできる POP・はがき・案内図・暮らしで役 

 立つ書類のつくり方    辻野 功／著 技術評論

社 

・歴史とは靴である（17 歳の特別教室）  

                 磯田 道史／著 講談社 

・見るだけでわかる！ビジネス書図鑑 これからの教養編  

   荒木 博行／著 ディスカバー・トゥエンティーワン 

・ネコにカメラ   アサヒカメラ編集部／著 朝日新聞出版 

・デジタルで読む脳×紙の本で読む脳  

         メアリアン・ウルフ／著 インターシフト 

 

 

 

この一冊 

 新型感染症はまだまだ予断を許さない状況が続

き、卒業式や様々なイベントが自粛されるなど残念

な思いをした方もたくさんいらしゃると思います。

でも、そんな時に広がる「思いやりの輪」。特に休

校になって、いつもの生活ができなくなった子ども

たちへの、各方面からの工夫をこらした様々な取り

組みが話題になりました。 

 例えば、「子供の読書キャンペーン～きみの一冊

をさがそう～」という特設サイトをご存じですか？

各分野の著名人が、子どもたちにおすすめの本を紹

介しています。 

 その他にも、楽しい読書の話題が 

ご覧いただけますよ。ぜひ！ 

 

企画展示 

 
新着本から 


