
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～ 図書館を知ろう！～ №１ 

その１ 図書館には図書館法（昭和 25.4.30 制定） 

と言う法律があり、色々な決まりがあります。

公立図書館は第 17 条により、入館料や資料の

利用に関して対価（たいか）を徴収しては 

いけない、ことになっています。 

その２ 書籍には、世界共通で個々に 13 桁の番号が

付いています。国際標準図書番号（ISBN）と言

います。1967 年のイギリスの出版社が始めた

ことが 2 年後には国際的な制度になりました。
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ごうのうらとしょかんだより

 

♪松ぼっくりツリー作り＆ 

ボンボンマスコット作り 終了♪ 

 
 昨年の 12 月 14 日、22 日の二日間、館内イベン

トを行ないました。延べ 40 名の子ども達と、保護者

の方々の参加がありました。とても素敵で、個性的な

作品がたくさん出来ました。 

また、次回をお楽しみに！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ～ お知らせ ～ 

壱岐市立郷ノ浦図書館の Facebook ページが 

出来ました♪ 

Facebook ユーザーの方は「壱岐市立郷ノ浦図書館」で

ページを検索頂き、「いいね！」を押して頂くと図書館の

情報を随時お知らせいたします。 

 

ＱＲコードリーダーをお使い頂く 

と「壱岐市立郷ノ浦図書館」への 

リンクが簡単です。 

      ～ この本いかが？～ 

 

 新年、明けましておめでとうございます。 

旧年中は郷ノ浦図書館をご利用頂き、誠に有難うございました。

本年も干支の馬（午）の様に、脚（フットワーク）の軽い図書館

を目指して行きたいと、思います。宜しくお願い致します。 

※ 今年の干支の馬（午）は、古くから神の乗り物や神事にも 

使われたり、耕作や運搬など日常生活にも深く関っていました。 

 

たまごから生まれたウマ 十二支むかしむかしシリーズ 

（谷真介/赤坂三好 著）  佼成出版社 

スイカからでてきたウマの 

一太郎は、大変なはたらきもの。

お城に召された一太郎は、すぐ 

さまおじいさんおばあさんの 

ところへ帰ってしまいました。 

富士山うたごよみ （俵万智/UＧサトー 著）福音館書店

          二十四節気やその定義、 

短歌やことば、また伝統的 

且つ新鮮な色彩の絵など年の

初めにふさわしい絵本です。 

         年齢問わず楽しめる１冊です 

 

 

 

江上駐車場に 5 台分有り 



入荷予定書籍 ※新刊本は予約が入っている場合が多いので、返却はお早めに！！ 

【幼児・児童書】 

【一般書】 

タイトル 著者名 出版社 

ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 

「がんもどき」で早死にする人「本物のがん」で長生きする人 近藤 誠 幻冬舎 

怒り 上･下 吉田 修一 中央公論新社 

ぼくは戦争は大きらい やなせ たかし 小学館ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

ジョン・マン 青雲編 山本 一力 講談社 

退屈のすすめ 五木 寛之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

爛 瀬戸内 寂聴 新潮社 

終わらない原発事故と「日本病」 柳田 邦男 新潮社 

異端のススメ 林 修 宝島社 

中野京子と読み解く名画の謎 中野 京子 文藝春秋 

※上記以外にも、入荷予定の書籍が多数あります。図書館若しくは壱岐市ホームページにてご確認下さい。 

 

 

 

 

 

１月  ２月 

日 月  火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２  ３ ４         １ 

５ ６  ７ ８ ９ １０ １１  ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８  ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５  １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１   ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８  

                                      ※ ■は休館日です。 

タイトル 著者名 出版社 

うずらちゃんのたからもの きもと ももこ 福音館書店 

てんじつき さわるえほん ぐりとぐら 中川 李枝子/大村 百合子 福音館書店 

てんじつき さわるえほん さわるめいろ 村山 純子 小学館 

虹色いきもの図鑑 たくさんのふしぎ 齋藤 槙 福音館書店 

やあ！やあ！やあ！おじいちゃんがやってきた 村上 しいこ/山本 孝 ＢＬ出版 

坂本廣子のつくろう！食べよう！ 行事食①～③ 坂本 廣子/奥村 彪生 少年写真新聞社 

おはなし１２か月 ひなまつりのお手紙 まはら 三桃/朝比奈 かおる 講談社 

世界の不思議な野菜  子供の科学サイエンスブックス 湯浅 浩史 誠文堂新校社 

よしよし 三浦 太郎 講談社 

もっと知りたい！お年よりのこと②長生きってすばらしい 服部 万里子 岩崎書店 

子どもに語るアラビアンナイト 茨木 啓子/西尾 哲夫 こぐま社 

～開館スケジュール～       ※返却は石田図書館でも可能です！

定期休館日・・毎週火曜日    図書整理休館日・・毎月第 3 木曜日 

開 館 時 間・・朝 9 時から夕方 6 時まで 

貸 出 冊 数・・個人１０冊、団体５０冊まで   貸 出 期 間・・個人２週間、団体１ヶ月 

読み聞かせ・・毎月第 3 土曜日 午後２時～（読み聞かせ日時は変更の場合もあります。） 


