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☆4月から第１水曜日の巡回場所・時間を変更を変更しました。

５月 ６月
図書館
出発

12:30

12:30

12:30

　　◆※印は巡回日が変更になっていますのでご注意ください。

　　◆利用カード、本ともに図書館と共通です。図書館のカードを持ってきてください。

　　◆返却日は、次の巡回日です。 ◆天候等の都合により、中止になる場合があります。

第２ 水曜日 12:50～13:30 14:00～14:30 15:55～16:25

Ｂコース

１１日 ８日

多賀小学校 多賀幼稚園 多賀ささゆり保育園

（多賀方面） （玄関前） （運動場） （玄関前）

（玄関前） 長時部　（玄関前）

第１ 木曜日 12:50～13:30 14:30～15:00 15:50～16:20

13:50～14:20 14:40～15:10

Ａコース ※
１２
日

２日

大滝小学校  犬上ハートフル
センター大滝たきのみやこども園

（大滝方面） （渡り廊下）

第１ 水曜日
※
１８
日

１日

多賀清流の里 大滝たきのみやこども園 ふれあいの郷

（玄関前） 短時部　（玄関前） （ふれあいの郷前駐車場）

13:00～13:30

移 動 図 書 館 さ ん さ ん 号

コース 巡回場所　・　駐車時間

休館 休館
整理
休館

休館
整理
休館

休館 休館

休館 映画会

休館 休館 休館

休館

おはなし
のじかん

おはなし
のじかん

映画会 休館
祝日
休館

祝日
休館

祝日
休館

多賀町立図書館　多賀町四手９７６番地２（電話0749-48-1142  有線2-1142）

５月のカレンダー ６月のカレンダー

AB

２０２２
（Ｎｏ．２８２）

A

B

第
１
水
曜
日

…移動図書館さんさん号

第
１
水
曜
日

※開館時間に関する最新の情報は、図書館ホームページを

ご覧いただくか、図書館までお問い合わせください。
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順位 回数

1 ５２ヘルツのクジラたち 町田　そのこ／著 中央公論新社 913.6 ﾏﾁ 29

白鳥とコウモリ 東野　圭吾／著 幻冬舎 913.6 ﾋｶﾞ 17

流浪の月 凪良　ゆう／著 東京創元社 913.6 ﾅｷﾞ 17

4 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著 新潮社 376.3 1 16

クスノキの番人 東野　圭吾／著 実業之日本社 913.6 ﾋｶﾞ 15

小説８０５０ 林　真理子／著 新潮社 913.6 ﾊﾔ 15

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ／著 文藝春秋 913.6 ｾｵ 15

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野　圭吾／著 光文社 913.6 ﾋｶﾞ 15

2

5

タイトル 著者 出版社 ラベル記号

貸出ランキング

図書館ご利用及び行事参加の際には…

「マスク着用」・「手指消毒」・「適切な距離の確保」にご協力をお願いします。

おはなしのじかん

■日時 ５月７日（土）

１０：３０～

■場所 あけぼのパーク多賀

２階 大会議室

■人数 先着１０名

(事前申込不要）

■対象 乳幼児と保護者

■内容 図書館職員が絵本や

紙芝居を読みます。

映画会 アニメ「ピーターパンの冒険」

■日時 ５月１日（日）

１０：３０～（９０分）

■場所 あけぼのパーク多賀

２階 大会議室

■人数 先着１５名

（事前申込不要）

■対象 どなたでも

■参加費 無料

■内容 ウェンディの部屋にやってきた、大人にな

らない少年ピーターパン。ウェンディは弟達と一緒

に、夢の国ネバーランドに旅立ちます。さあ、ウェ

ンディたちの冒険が始まります！

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります。

図書館が閉まっていても、本を返せます

図書館がおこなう事業（おはなしのじかん、おはなし会、映画会など）に参加すると

もらえるスタンプカードです。

○対象は０才～中学生です。

○１人につき１枚お渡しします。

○各事業に１回参加するごとにスタンプを１つ押します。

○全部たまると記念品を差し上げます。

○スタンプがいっぱいになったら、次のカードをお渡しします。

○スタンプカードの有効期限はありません。

「多賀町立図書館 事業スタンプカード」ができました

ぜひご利用ください！

早朝や深夜でも、図書館が閉まっている時は、「ブックポスト（本の返却口）」を

ご利用ください！ 場所は、正面玄関の右手奥です。

○入れられるもの○ …本・雑誌・図書館の貸出袋

×入れられないもの× …ＣＤ・ＤＶＤ等ＡＶ資料

・他館から借りた資料（透明カバーをつけたもの）
※破損を防ぐため、「入れられないもの」につきましては、お手数ですが、図書館の開いている時にカウンターまで

ご返却をお願いします。


