
Libby
電子図書館アプリ

ご存じですか？

使い方などについての詳細は図書館ホームページをご確認ください。

電子図書館アプリ 「Libby」 が日本語書籍に対応する

ようになりました。 アプリを使うことでスマホやタブレット

でお手軽に龍ケ崎市立電子図書館が利用できます。

iOSやAndroid環境から無料でダウンロードできます。

●：休館日

日　月　火　水　木　金　土

6 月
日　月　火　水　木　金　土

7 月

※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。

龍ケ崎市立中央図書館
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※6/20（月）～ 29（水）：館内整理期間のため休館

特別館内整理期間の
ため休館いたします

期間中のたつのこ図書館（北竜台分館）の運用について

６月２０日（月）～２９日（水）
中央図書館

６月２1日（火）～２４日（金）
たつのこ図書館 （北竜台分館）

特別館内整理のため休館いたします。休館中は，ご迷惑をおかけ

しますが，ご理解とご協力をお願いします。

※現在，新型コロナウイルス感染拡大予防対策として貸出冊数の増冊と

貸出期間の延長を行っているため，休館に伴う貸出冊数の増冊と貸出

期間の延長は行いません。

 

●貸出中の本はブックポスト（中央図書館正面玄関・龍ケ崎市駅東口）への返却

　 が可能です。※ＣＤ，カセットテープ不可

ご注意

お問合せ ： 龍ケ崎市立中央図書館　　　　　　TEL ： 0297-64-2202
　　　　　　　 たつのこ図書館 （北竜台分館）　TEL ： 0297-86-8585

●上記期間中、コミュニティセンター図書室の窓口サービスは利用できません。

●電子図書館は通常通り１５日間・８冊，ナクソス・ミュージックライブラリーは通常

　 通り１５日間の利用となります。

●予約の多い本はお早めにご返却をお願いします。

休
館
期
間

・21日休館　サプラ店休日

・22日～24日休館　特別館内整理

・20日，25日～29日　開館していますが，窓口サービスは利用できません。
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●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★6/1（水）～ ★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

 　14 日（火）
　10：30～（約 20分）

★おはなし会

 　          0 歳～
11日（土）
 10：30～（約 20分）
 場所：2階鑑賞室

11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。 

場所：2階鑑賞室

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！

牛山純一映画会

上映作品　6月 18 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

　　　（6/1（水）より受付開始）

世界の民族　すばらしい世界旅行

ファロー諸島の一年

（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

書名 著者 分類

555 冊 です!4 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

30コ

竹内康浩 222 シ

一生使える国語力 山口謠司 379 イ

最新椿百科 　　　　横内茂　 627 サ

老いの正体 森村誠一 914.6 モ

これから大人になる君たちへ 池上彰

どれだけ知ってる？対義語・類義語 三田村信行 81ド

東京タワーに住む少年 山口理 91ヤ

かたつむり キムミヌ Eカ

思考と行動の中国史

こども映画会
7/3
（日）

上映
作品

会　場

怪盗グルーの
ミニオン大脱走
中央図書館 2 階鑑賞室

定　員

参加費

申　込

各回先着 25 名

無料

6 月 11 日 （土） より中央図書館

カウンター ・ 電話にて受付します。

定員になり次第締め切ります。

第 1回 10：00～（約90分）

第 2回 14：00 ～（約90分）

▲Twitter

グリムの昔話 「かえるの王さま」

中国の昔話 「たなばた」　他

語り手　龍ケ崎おはなしの会

内容

大人のためのおはなし会
第 11回

日　 7 月 2 日 （土） 時　10 ： 30 から 30 分程度

場　 中央図書館 2 階鑑賞室 定　 10 人　先着順

申　

費　 無料

6 月 14 日 （火） より中央図書館カウンター、

電話 （0297-64-2202） にて受付

特別館内整理期間中のイベント参加申込について
6月 20日～6月 29日は図書館は特別館内整理のため休館です。休館
中は受付は行いません。ご了承ください。

ご注意


