
 

 

作品「皇帝ペンギン ただいま」  

対 象 ／ 子どもから大人まで 

日 時 ／ ３月２１日（土） 

２時～（85 分） 

場 所 ／ 生涯学習センター 

ホール（２階） 

参 加 ／ 無料・申込不要 

 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止の

対応について 

・小学生・中学生・高校生の休業時間中の利用  

は控えてください。ご理解ご協力をお願い申

し上げます。 

・3 月 1 日から 3 月 15 日のイベントにつきま

しては中止します。 

・図書館でも咳エチケットを守ってください。

入口に、マスクと消毒液を設置しましたので

ご利用ください。また、本を読む前、読んだ

後の手洗いにもご協力ください。 

・おはなしのへやの利用は当面のところ、利用

できません。 

 

●利用者カードの登録内容（住所・氏名・電話番号）に変更が

あった人は、変更の届出が必要です。図書館カウンターまたは

移動図書館車きらきら号までお知らせください。 

 

 

              

 

  ・Facebook はじめました！ ・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！ 

 

       

  

         

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

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   

トピックス 

●家読活動推進事業講演会 

「不思議であっぱれな植物のはなし 

～植物の知恵と工夫を生き方のヒントに～」開催！ 

日程／３月２２日（日）10：00～12：00（開場 9：30） 

場所／生涯学習センターホール（２階） 

対象／一般 入場／無料 申込／不要 

※ 駐車場は市役所をご利用ください。 

 

 

3 月 4 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 

ボランティアによるおはなし会です。 

＜３月の予定＞ １１時～ ２２日 

※1 日・8 日・15 日は中止になりました。 

 

お 知 ら せ イ ベ ン ト 

 

※時間はＨＰまたは図書館でご確認ください。 

 

２日（月） 青島小中学校・地区 

３日（火）  上志佐小学校 調川中学校 

５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 

６日（金） 星鹿公民館 星鹿港広場 

１０日（火） 御厨公民館 

１１日（火） 調川公民館 

１２日（木） ひかりケ丘保育園 養源保育所 

福崎会館 福島診療所  

１８日（水） 飛島 

２４日（火） 今福公民館 星鹿公民館 星鹿港広場 

２５日（水） 御厨公民館 調川公民館 

 

きらきら号で借りた本は、 

各ステーション（巡回時）、松浦市立図書

館、福島図書館、最寄りの市立公民館（開

館時間）、市役所ロビー（返却ポスト）で

も返却できます。 

としょかんシネマ＜３月＞ 

月＞＞ 

移動図書館きらきら号＜3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 

講師／田中修先生（甲南大学特別客員教授・名誉教授） 

 『植物はすごい』のほか著書多数。番組「ＮＨＫ子ども科学電

話相談」の先生として大人気！ 

場所／おはなしのへや 

＊予定は変更になる場合が

あります。 



『「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる』  

カーヤ・ノーデンゲン／著 羽根 由・枇谷 玲子／訳 誠文堂新光社 

 ノルウェーで出版後、多国で翻訳された世界的ベストセラーを紹介します。自分たちは物事を決める際、脳が関

わっているということに意識をはらうことはほとんどないと思います。人間が生きていくうえで、脳は人間にとっ

て最も重要な器官であるにもかかわらず、謎が多い器官といえます。本書は完全には解明されていない人間の脳に

ついて専門的になりすぎることなく、わかりやすい図例を交え解説されています。（Ｔ） 

※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。 

◆特設コーナー 「ＴＨＡＮＫ ＹＯＵ 」 

 たくさんの「ありがとう」集めました。あなたは誰に届けますか？ 

◆企画展示コーナー 

「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。 

「不思議であっぱれな植物のはなし」 

3 月に講演会を開催する田中修先生の著書をお楽しみください！ 

「ほんとうの三太郎をしってるかい？」本当の浦ちゃんはね・・・。 

「確定申告」今年もこの季節がやってきました。ぜひ、ご参考に。 

「垣根涼介さん特集」ミライ on 図書館での講演会開催に合わせて特集し

ています。作品を満喫して、 

講演会に参加してみませんか？ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

                 

    

 

  

 

  

 

 

【児童書 よみもの】 

・北の海の冒険者（マジックツリーハウス）  

メアリー・ポープ・オズボーン／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

・オンライン！ １９ 絶望の地下道と悪の子  

雨蛙 ミドリ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

【児童書 そのた】 

・オリンピックパラリンピックのスゴイ話  

大野 益弘／著 ポプラ社 

・いろがみえるのはどうして？  

キャサリン・バー／作 小学館 

・ちらしずし（しゅうくんかぞくのしあわせレシピ） 

はまの ゆか／作 光村教育図書 

・はじまりはたき火 火とくらしてきたわたしたち  

まつむら ゆりこ／作 福音館書店 

・じぶんではなをかめるかな  

深見 春夫／さく・え 岩崎書店 

 

【絵本】 

・ごはん山       はらぺこめがね／著 白泉社 

・ラブレターをもらったら  

アニカ・アルダムイ・デニス／文 ＢＬ出版 

 

 この一冊 

【一般書 文学】 

・初午祝言（新・居眠り磐音）  

佐伯 泰英／著 文藝春秋  

・トップナイフ     林 宏司／著 河出書房新社 

・清明（隠蔽捜査８）     今野 敏／著 新潮社 

・背高泡立草        古川 真人／著 集英社 

・今日もお疲れさま（パンとスープとネコ日和） 

群 ようこ／著 角川春樹事務所 

・詩の約束        四方田 犬彦／著 作品社 

 

【一般書 その他】 

・四声完全マスター 中国語らしい発音になる！ 

胡 興智／著 コスモピア 

・「分かりやすい表現の技術」 意図を正しく伝えるため

の１６のルール      藤沢 晃治／著 文響社 

・スウェーデンから届いたとっておきニット  

アンマリー・ニルソン／著 ＮＨＫ出版 

・５０代からの人生戦略  佐藤 優／著 青春出版社 

・死を生きた人びと 訪問診療医と 355 人の患者  

小堀 鴎一郎／著 みすず書房 

 

 

 

 

「山笑う」季節。それぞれの別れ、

出会い、旅立ちに、木々や草花が寄り

添ってくれています。冬をのりこえて

膨らんだつぼみに勇気をもらい、美し

く可憐な花に心癒されます。 

慌ただしい季節ですが「ひと休み」

の時間をつくって、植物たちの生き方

に心を傾けてみませんか？ 

 

心晴れやかな春が、 

皆さんのもとに訪れ 

ますように…。 

 

企画展示 

 
新着本から 


