
：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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電子図書館まつり

問合せ：龍ケ崎市立中央図書館　0297-64-2202問合せ：龍ケ崎市立中央図書館　0297-64-2202

めざせ！全問正解　

電子図書館クイズ

プレゼントの一部をご紹介！

龍ケ崎市立
中央図書館 参加無料参加無料

場所：カウンター
時間： 9：30 ～ 19：30（随時開催）

場所：2 階鑑賞室

3 月 11 日（土）9：30 からカウンターまたは
電話 (0297-64-2202) で受付（先着順）

・オリジナルトートバッグ
・マルチクロス
・タッチペン付ボールペン
・缶バッチ　　　　　など

定員：5 名
時間：10：00 ～ 10：40（予定）

めざせ！全問正解　

おひとりさま

無くなり次第終了
1回限り

おひとりさま

無くなり次第終了
1回限り

予約制

3月18日（土）3月18日（土）会 

場

電子図書館にある 「龍ケ崎の資料」 を使って、

穴埋めクイズに挑戦しよう！問題用紙は図書館

で配布のほか、 図書館ホームページからダウ

ンロードできます。 問題正解数によってプレゼ

ントが変わります。 めざせ全問正解！

電子図書館の基本的な使い方を説明します。

使うのは初めて…という方も大歓迎！ぜひご

参加ください。

電子図書館の使い方講座
今すぐ使える！

電子図書館の使い方講座
今すぐ使える！

ラッキーナンバー
数字でゲット！

ラッキーナンバー
場所：カウンター

数字でゲット！

登録した電子図書館 ID の下 1 桁の数字によっ

て、 電子図 書館グッズをプレゼント！既に電

子図書館 ID をお持ちの方は、 「電子図書館ア

カウント登録情報」 の用紙を持って中央図書館

までお越しください。

お持ちでない方は、 電子図書館に登録して、

ID をゲットしよう！当たり数字はイベント当日

に中央図書館カウンターで掲示します。

時間：9：30 ～ 19：30（随時開催）

◆参加に必要なもの◆
電子図書館 ID を持っている方

（「電子図書館アカウント登録情報」の
用紙が再発行できます）

①「電子図書館アカウント登録
　情報」の用紙

①図書館会員カード
②身分証（運転免許証や保険証等）

①図書館会員カード
②身分証（運転免許証や保険証等）

電子図書館に登録して「電子
図書館アカウント登録情報」の

用紙を発行します

電子図書館 ID を持っていない方

申
込

または

2023 年本屋大賞ノミネート作品（大賞発表：4/12（水）予定）
●『川のほとりに立つ者は』　寺地はるな／双葉社 
●『君のクイズ』 　小川哲／朝日新聞出版
●『宙ごはん』 　町田そのこ／小学館
●『月の立つ林で』　青山美智子／ポプラ社 
●『汝、星のごとく』　凪良ゆう／講談社 
●『方舟』　夕木春央／講談社
●『#真相をお話しします』　結城真一郎／新潮社
●『爆弾』呉勝浩／講談社
●『光のとこにいてね』一穂ミチ／文藝春秋　　
●『ラブカは静かに弓を持つ』　安壇美緒／集英社

予約・リクエスト承ります。

第 168 回芥川賞受賞
●『この世の喜びよ』井戸川射子
●『荒地の家族』佐藤厚志

第 168 回直木賞受賞
●『地図と拳』小川哲
●『しろがねの葉』千早茜

龍ケ崎市立中央図書館

令和 5年（2023 年）3月号　No.359

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★3/1( 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　

 3 月 19 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

　　　（3/1（水）9:30 より受付開始）

ポピュラー・サイエンス　知られざる世界

　ダート博士が語る人類の進化

　　（１）２本足で立った猿

　　（２）人類は肉食獣だ

（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  587 冊 です!1 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

一般図書

児童図書

【書名】 【著者】 【分類】

【書名】 【著者】 【分類】

ソフィ・タンハウザー

022 シジェヨン書籍修繕という仕事
愛ことば 瀬戸内寂聴 188 ア

辻惟雄 289 ツ若冲が待っていた
織物の世界史 383 オ
南極の食卓 渡貫淳子 402 ナ

いますぐ食べたい！冷凍食品の本 西川剛史 588 イ
農産物直売所で稼ぐ 70の極意 勝本吉伸 611 ノ
70 歳からの椅子筋トレ 枝光聖人 780 ナ

絶縁 村田沙耶香 908 ム
ワンダーランド急行 荻原浩 913.6 オ

きみの背中を押す偉人の言葉 80 西沢泰生 15キ

未来が広がる ! 世の中が見える ! 仕事の図鑑 藤田晃之 36ミ

人類の進化大百科 更科功 46ジ

作って発見 ! 日本の美術 金子信久 70ツ

＃140 字小説 方丈海 91ホ

はたらくくるま 伊藤アキラ Eハ

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


