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※休館日が変更になる場合もあります。図書館ホームページで最新の情報をご確認ください。
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９月 25 日（日）9：30 より中央図書館
カウンター・電話で受付。

申

無料費各回先着 25 名定

①10:00 ～　②14:00 ～時

『アダムス・ファミリー』
上映作品

子ども映画会
10 月 10 日（月・祝）日

中央図書館２階鑑賞室場

11 月 5 日（土）

中央図書館２階鑑賞室
12 名　中学生以上

日

場

時

定

10 月 22 日（土）9：30 より
中央図書館カウンター・電話で受付。

申

10:00 ～ 12:00

暮らしの講座
知って安心「相続手続き」

未来の安心のために、学んでみませんか？

図書館
まつり
10/15 ～ 10/1610/15 ～ 10/16

文芸セミナー
作品展示

10/15（土）～ 16（日）

日時 ： 15日 9：30～

　　　 　　16日  15：00まで

場所 ： 中央図書館２階ギャラリー

時間：13:00 ～（30 分）

場所：中央図書館２階鑑賞室

定員 ： 20 名（予約制・先着順）

１０月８日（土）9︓30～
カウンター ・ 電話にて
受付を開始します。

♪プレゼントもあります♪

10/16（日）
スペシャルおはなし会

としょかん

龍図イメージ
キャラクター

ニーチッチ

ネーチッチ

ベビチッチ

秋の読書週間イベント

10/29
（土）

10/30
（日）

10/29
（土）
11：00～11：30 14：00～14：30

10/30
（日）

定員：各 10 名 （予約制）おはなし会と工作

場所：中央図書館 2 階鑑賞室
と対象：３歳から（未就学児は保護者同伴）

内容：ちょっぴりこわいハロウィンのおはなし会です。 そのあとみんなでお菓子の袋を

　　　　　作り， イベント参加者に限り合言葉を言うとお菓子のプレゼントがあります。

予約は 10 月 15 日（土）9：30 からカウンター・電話で受付を開始します。

ハロウィンの
おはなし会

としょかん

家読キャンペーン
うちどく

10/27（木）
↓

11/30（水）

10/27（木）
↓

11/30（水）

期間中に家読をすると楽しいプレゼントがもらえます

( 先着 25 組 )。 家族みんなで挑戦してみませんか？

みんなで読書の木をつくろう
お気に入りの本の簡単な感想を葉っぱの形の用紙に書き，
大きな木に貼っていきます。 葉っぱをどんどん増やして大きな
読書の木を育てましょう。

※今後の情勢により， イベントが中止となる場合があります。 最新の情報は図書館の HP をご確認ください※

場所：中央図書館1階玄関ホール新刊コーナー向かいに掲示

スペシャルおはなし会の
予約について

赤ちゃんタイムイベント

手作りおもちゃを
つくってみよう！

おうちでも簡単に作れるおもちゃをみんなで作ります。

11月8日（火）
（こぐまちゃんのおはなし会終了後）

11 ： 00 ～ 11 ： 30

■ 先着親子　5 組

■ 市内在住の 0 歳児の赤ちゃんと

　　　おうちの方

■ 中央図書館２階鑑賞室

■ 10 月 22 日（土）からカウンター ・

　　　電話で受付を開始します。

定

場

対

予



●電話（0297-64-2202）
●中央図書館カウンター
※申込時に参加者の氏名・電話番号を
　お知らせください。

●20 名（おはなし会・こぐまちゃんのおはなし会）

●10 名（たつの子お話タイム）

今後の情勢により内容が変更となる場合があります。 ご了承ください。

申込方法 定　員★10/1（土）9:30 ～ ★先着順

 ★こぐまちゃんのおはなし会
　　 0歳～4歳と保護者向け

 　18　日（火）

　10：30～（約 20分）
　場所：2階鑑賞室

★おはなし会
 　          0 歳～
8日（土）
 10：30～（約 20分）
 場所：2階鑑賞室

8日（土）

 11：00～（約 20分）

 場所：2階鑑賞室

 ★たつの子お話タイム　

 　　　　　小学生向け

おはなし会 ★開始5分前に2階飲食スペースに集まってください。 

新型コロナウイルス感染症の

拡大防止対策を行った上で

安心しておはなし会にご参加いただけるよう， 中央図書館で行われるおはなし会は

全て予約制となっています。体調が悪い等，参加できなくなった場合は中央図書館

までご連絡ください。

おはなし会を開催いたします！

22日（土）
 10：30～（約 20分）
 場所：2階鑑賞室

牛山純一映画会

上映作品　10 月 29 日（土）14：00 ～（50 分）
会場：中央図書館 2階鑑賞室

定員：先着 8名（予約制・入場無料）

申込：中央図書館カウンター、電話にて受付

　　　（10/1（土）9:30 より受付開始）

世界の野生　すばらしい世界旅行

　飢えるサハラ砂漠（前・後）

　

（編集・発行）龍ケ崎市立中央図書館
〒301-0004 龍ケ崎市馴馬町 2630 番地
Tel:0297-64-2202 Fax:0297-64-6239
https://tosyo.city.ryugasaki.ibaraki.jp/

▲ホームページ ▲ブログ

新着図書案内

一般図書

児童図書

646 冊 です!8 月の新刊購入冊数は
龍図イメージキャラクター

ニーチッチ

【書名】 【著者】 【分類】

【書名】 【著者】 【分類】

プトレマイオスの占星術書テトラビブロス プトレマイオス 148 プ

社外プレゼンの資料作成術 前田鎌利 336 シ

ユーラシア・ダイナミズムと日本 渡邊啓貴 319 ユ

病気にならない食う寝る養生 櫻井大典 498 ビ

気持ちを知ればもっと好きになる！犬の教科書 増田宏司 645 キ

わたしたち 落合恵子 913.6 オ

オートクチュール刺繡のきらめき フィロザ美南 　594 オ

明日へのペダル

自由対談

熊谷達也 913.6 ク
中村文則 914.6 ナ

じゃーんけん 山岡ひかる Ｅジ

わけあって絶滅したけど、すごいんです。 今泉忠明 Ｅワ

こども行動経済学 犬飼佳吾 Ｋ33コ

ウィルスって何だろう　ちくまＱブックス 青野由利 Ｋ49ウ

おにのまつり 天川栄人 Ｋ91テ

太陽と月 はらだみずき Ｋ91ハ

紙そめ　図画工作 de たのしい作品づくり Ｋ75カ

▲Twitter

中央図書館の市民文学散歩

『バスで訪ねる笠間市』

■ １１月４日（金）と１１月１１日（金）の計２回

往復ハガキ （１枚で２人まで可） に参加希望日 （第１ ・ 第２を

明記） 住所 ・ 氏名 ・ 電話番号を書いて１０月７日 （金） までに

お送りください。 （必着）

※２人で申し込む場合は２人分の必要事項を書いてください。

日

９：００に中央図書館を出発。 16：３０頃に帰着予定。

■ 春風萬里荘（笠間市）・笠間稲荷神社（笠間市）など場

■ 各出発日とも１５人。 （市内在住者）定

■ １,３００円（入館料・傷害保険など）昼食代は含みません。料

定員を超えた場合は抽選。 キャンセル待ちを若干設けます。

申込方法

豊かなみどりに囲まれた笠間市を訪ねます。 春風萬里荘

では， 学芸員の解説付きでご案内します。 ぜひご参加

ください！ （ 今年から昼食は付きません。）


