
：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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龍ケ崎市立中央図書館
子育て世代向けイベント
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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）2月号　No.358
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子育て支援
あれこれ

内容
さんさん館や駅前こどもステーション、
ファミリーサポートの利用の仕方
利用助成など子育てに関する取り組みについて

龍ケ崎市で受けることができる子育てサポートや利用助成について知ることが

できるイベントです。 子育て世代のお父さん、 お母さんはもちろん、 これから

龍ケ崎市で子育てをする方にも聞いていただけます。

講師　龍ケ崎市役所　福祉部こども家庭課

令和5年2月23日（木）
11：00 ～ 12：00（約 60分）
中央図書館 2階鑑賞室

予約制 8組
(1 組最大 3名 )

お子さんと同伴も可能です
託児はございません

問合せ：龍ケ崎市立中央図書館（64-2202）

令和 5年 2月 11 日（土）より
中央図書館カウンター・電話で受付

先着順 　定員になり次第締め切り

日

時

場



●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★2/1( 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

 　14 日（火）

　10：30～（約 20分）
　場所：2階鑑賞室

★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。 

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！

25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　

 2 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

　　　（2/1（水）9:30 より受付開始）

世界の民族　すばらしい世界旅行

アメリカ人になる日　夢の都

太陽と酒とロデオ　メキシコ
マンハッタン

（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  643 冊 です!12 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

失敗学見るだけノート 畑村洋太郎 336 シ

徳川時代はそんなにいい時代だったのか 小谷野敦 210.5 ト

どうする？家族のメンタル不調 井上智介 493 ド
花の刺繡こもの 小林彩乃 594 ハ

低糖質のキッシュとタルトケークサレ 山本蓮理 596 テ

１６人１６曲でわかるオペラの歴史 加藤浩子 A766 ジ

中国語は不思議 橋本陽介 820 チ

樋口一葉赤貧日記 伊藤氏貴 910.2 イ

分岐駅まほろし 清水晴木 913.6 シ
お墓、どうしてます？ 北大路公子 914.6 キ

命のスケッチブック 中山加代子 36イ
78エエムバぺ　スポーツノンフィクション イアン・スプラッグ

ある日、ぼうしをかぶったら みとみとみ 91ミ

だっこむぎゅー いりやまさとし Eダ

武田美穂ひ・る・ご・は・ん！ Eヒ


