
図書館イメージ
キャラクター　本丸くん▶
絵本作家・川端誠さんの
イラストです

★出張してます！おはなし会★

行ってみよう！

ご存知ですか？

　小城市民図書館は、市内に４か所あり、市民の方に広く
ご利用いただいています。開館日は図書館ホームページ、
または、５月号の広報「さくら」をご覧ください。また、
自動車図書館「本丸くん」が、市内の学校や保育園、事業
所を巡回し、本や雑誌、ＣＤなどを市内全域に届けています。

　市内の学校や保育園・幼稚園、事
業所など１か月ごとに巡回していま
す。年間約2万冊の本・雑誌を届け
ています。

　図書の予約や検索ができ、貸し出
しランキング、予約ランキングなど
を見ることができます。

　図書館カードが必要です。小城市内在住の方、小城市に
通勤・通学されている方が対象です。館内の資料は全て無
料で貸し出します。

※巡回場所と時間は５月号（４月18日発行）
　の広報「さくら」でお知らせします。

三日月館・小城館　　10時～18時
〈開館時間〉

牛津分室・芦刈分室　10時～18時（土・日は17時まで）

小城市民図書館
携帯サイト

自動車図書館「本丸くん」

★図書館のあんなこと・こんなこと★

資料を借りるときは・・・

ふるさと応援寄付金で本を購入しました。
ありがとうございます！

「ふるさと学講座」「古文書講座」（平成11年度～平成24
年度）がＤＶＤになりました！！

　借りた館（分室）に関わらず、小城市民図書館の資料は各
館（分室）や自動車図書館で返却することができます。夜間
や休館日に返す時は各館の返却ポストへ入れてください。

返却は・・・

　館内に検索機を設置しています。全館の資料の中から、
探している資料を検索することができます。また、司書
（職員）が資料を探すお手伝いをしています！　図書館職員が出張しておはなし会を行っています。大型絵本やエプロンシアターな

ど、ふつうの絵本とはちょっと違うお話はいかがですか？また、課外活動で図書館の見
学をしてみませんか？詳しくはお問い合わせください。

資料を探すときは・・・

　予約・リクエストをすることができます。購入したり、
他の図書館から取り寄せて提供しています。

　ふるさと小城市を応援したいとい
う皆さまの温かい想いを「ふるさと
納税」という形でいただきました。
図書館では、児童の調べ学習用の図
書や読み聞かせに活用できる本など
を中心に購入しました。

　小城の歴史を学ぶ「ふるさと学講
座」、古文書を学ぶ「古文書講座」
がDVDになりました！小城館に所
蔵しています。貸し出しや館内での
閲覧も可能です。ぜひご利用くださ
い。

お探しの本がない時は・・・

　大型絵本・大型紙芝居・パネルシアターなどが利用でき
ます。

団体カードの登録をすると・・・

　カウンターで受け付けます。また、県立図書館のホーム
ページで予約した本を三日月館と小城館で受け取ることも
できます。

佐賀県立図書館から借りた本の返却ができます

①本の検索や予約ができます。（ただし、予約をする際はイ
ンターネット予約登録が必要です）
②自分が借りている資料や、貸出中かどうかの確認ができます。
③県内の複数の図書館から本を検索できます。小城市民図書
館以外に所蔵されている本も、最寄りの図書館に取り寄せる
ことができます。

小城市民図書館のホームページでできること

イベントいろいろ！

学校へ 高齢者施設へ 乳児健診会場へ（ブックスタート関連事業）

◇◆このページの中に本丸くんがかくれているよ。探してみよう！◆◇
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図書館まつり

夏休みこども広場
ティーンズ講座
ブックリサイクル

クリスマスおはなし会

【春休み・夏休み】一日図書館職員体験

春

夏

秋

冬

夏の大きなおはなし会
夏休みスタンプラリー

ブックリサイクル
読書週間イベント

春 秋 読書週間イベント

クリスマスおはなし会

おはなし会

毎月第3日曜日
11時～

おはなし会

毎週土曜日
15時～

三日月館☎72・4946

芦刈分室牛津分室

夏

秋

冬

夏休みスタンプラリー

ブックリサイクル

クリスマスイベント

ミニイベント

☎37・6144 ☎37・6141

おはなし会

毎月第3土曜日
14時～春 夏 秋 冬
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（牛津公民館内）

【春休み・夏休み】一日図書館職員体験

春

夏

秋

ブックリサイクル

小城館☎71・1131

夏のおおきな
おはなし会

人形劇

おはなし会

毎週土曜日
14時30分～

（桜城館内）

（あしぱる内）

ホームページ　http://library.city.ogi.saga.jp/

出張おはなし会
・図書館見学

依頼募集

※各イベントは、広報「さくら」でお知らせします。

（土・日は17時まで）
（金曜日は19時まで）
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