
：休館日　※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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福ＢＯＯｋ2023
新春初貸

ふくぶっく

令和５年 1 月 4 日 ( 水 )　9：３０　         ～

一般向け　 20 セット

小学生向け  10 セット

中高生向け  10 セット

幼児向け  　10 セット

利用者カード 1枚で 1 セットのみ貸し出し

できます。 貸出上限冊数内でご利用ください。

福袋の中にはお楽しみがいっぱい！

福袋のテーマに沿った本  ……　3 冊
プレゼント……………………　  1 点

自分では選ばない、新たな本との出会いがあるかも。

（全て貸し出しになり次第終了です）

2 19 

URL:https://tosyo.city.ryugasaki.ibaraki.jp/

  

9 ： 30 ～ 15 ： 00
（本がなくなり次第終了します）

【リサイクルブック】
2/4 （土）

会場：中央図書館 2 階鑑賞室
図書館で使わなくなった図書を， 市民の方に

無料でお持ち帰りいただけます。 1 人 50 冊程度。

お持ち帰り用の袋をご持参ください。

●今回は一般書 ・ 雑誌のみ対象となります。

　 児童書の用意はございません。 ご了承ください。

●30 人ずつの入替制

●入替時間を含めて 30 分間の時間制限

●当日 9 時から整理券配布

●11 時以降は時間 ・ 冊数ともに制限なしの予定

◆マスク着用をお願いします。

◆図書館入口で検温 ・ 手指消毒した後に入場してください。

◆会場内でのスマートフォンの使用はご遠慮ください。

注意事項

龍ケ崎市立中央図書館

令和 5年（2023 年）1月号　No.357

図書館だより



●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）

申込方法 定　員★1/4( 水 )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

 　17 日（火）

　10：30～（約 20分）
　場所：2階鑑賞室

★おはなし会
 　          0 歳～
14日（土）
 10：30～（約 20分）
 場所：2階鑑賞室

14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！

28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　

 1 月 29 日（日）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

　　　（1/4（水）9:30 より受付開始）

知られざる世界

ウバザメの神秘―サメ信仰と日本人―

世界の民族　すばらしい世界旅行

観音浄土の世界　舟山群島と日本人

（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 ▲Twitter

新着図書案内  648 冊 です!11 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

来館回数を減らし外出を控えていただけるよう、

貸出点数の増冊・貸出期間延長を実施します。

※ＣＤ・ カセットテープの貸出は各４点まで

特別貸出実施中
貸出冊数 : 15 冊
貸出期間 : 4 週間 ※電子図書館は通常通り、 ８冊 ・ １５日間

※ナクソス ・ ミュージック ・ ライブラリーは通常通り、１５日間

一般図書

児童図書

書名 著者 分類

書名 著者 分類

戦国の〈大敗〉古戦場を歩く 黒嶋敏 210.4 セ

不幸で不安な８０代健康で幸せな８０代 和田秀樹 159 フ

会話でスッキリ電帳法とインボイス制度のきほん 小島孝子 345 カ

神々の復讐 中山茂大 489 カ

間取りがおもしろい平屋 主婦と生活社 527 マ
Hマートで泣きながら ミシェル・ザウナー 767 エ

ポエトリー・ドッグス 斉藤倫 902 サ

夜の夢こそまこと 伊東潤 913.6 イ

清浄島 河﨑秋子 913.6 カ
彼女は水曜日に死んだ リチャード・ラング 933 ラ

13歳からの「集中力」向上バイブル コツがわかる本 森健次朗 14ジ
夢をそだてる科学の伝記 120 人 小山慶太 40ユ

心と脳がぐんぐん育つ！わくわくおんどく 藤野良孝 80コ
リパの庭づくり 福井さとこ 91フ
オムライスッス ケロポンズ Eオ

マシュー・フォーサイスネズミのミーナ Eネ


