
那珂川市外にお住まいの方は

　図書館利用カードの更新をお願いします。

更新の際には、下記 2点をお持ちのうえ、登録・

相談カウンターまでお越しください。

　①那珂川市図書館利用カード

　②名前と住所が確認できるもの

　　（免許証・保険証など）

※那珂川市にお住まいの方で、住所や電話番号に変更の

ある方はご登録内容の更新をお願いします。

那珂川市図書館
〒811-1253　
福岡県那珂川市仲 2丁目 5番 1号

Tel(092)954-3737　Fax(092)954-3377

URL  https://library.mirika.or.jp/
( 携帯 )https://www.nakagawalibrary.jp/
　　　　　　　WebOpac/mobile/index.do

【開館時間】

10：00 ～ 18：00
金曜日・土曜日は 20：00 まで

令和 4 年　4 月号　

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力いただき
ますようお願いいたします。

2022

令和 4 年 4 月 1 日（金）から、エントランスホールが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　リニューアルオ－プンします！
また、ミリカローデン那珂川の外装工事（屋根や外壁）がはじまります。

4 月 19 日（火）から「2022 春のこども読書まつり」

を開催します！

詳しくは、イベントチラシをご覧ください！

◯ 20 歳を過ぎた絵本の展示

　　4月 19 日（火）から 5月 22 日（日）まで

◯読書スタンプラリー

　　4月 19 日（火）から 5月 22 日（日）まで

◯司書一日体験

　　4月 24 日（日）
　　申込は 4月 1日（金）から

4 月からの新サービス ‼

　利用者ご自身で貸出・返却の手続きができます。　利用者ご自身で貸出・返却の手続きができます。

貸出：利用カードのバーコードを読み込んで、
　　　　本を台に置くと貸出手続きができます。
　　　　※ CD・DVD・予約資料等は貸出カウンター
　　　　　までお願いします。

　返却：自動返却機（返却カウンター横）に入れる
　　　　だけで返却処理が完了します。
　　　　※継続貸出希望の本や CD・DVD、他館からの資料は
　　　　　返却カウンターまでお願いします。

  「かわせみ通帳」に借りている資料を記録する 「かわせみ通帳」に借りている資料を記録する
　ことができます。　ことができます。

　＜記載内容＞
　　・年月日（貸出日）　・本の名前
　　・作者　　・出版社
   ※返却後に書き込むことは
　　 出来ません。

春のこども読書まつり

かわせみ通帳

●図書除菌機

●自動貸出機・自動返却機

 図書館の資料を除菌 図書館の資料を除菌できます。できます。

 本を指定の場所に置き、スタートボタンを押すと、
30 秒で除菌をすることができます。

 インターネット環境があれば、いつでも、 インターネット環境があれば、いつでも、
どこででも電子図書館を利用できます。どこででも電子図書館を利用できます。

・図書館の利用カードが必要です。
・1 人 3 冊、2 週間の貸出ができます。

●電子図書館

※詳しい利用方法は図書館ホームページや館内掲示をご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大
　防止の為、イベントを変更
　中止する場合があります。

●視聴覚の貸出点数変更
4 月から CD・DVD の貸出が変わります。4 月から CD・DVD の貸出が変わります。

CD・DVD 変更前 変更後

貸出点数 2 点 3 点3 点

図書記録通帳機●
※サービス開始までしばらくお待ちください。



おすすめの本 

『『トトトトロロのの生生ままれれたたととこころろ』』宮崎 駿／監修 

スタジオジブリ／編  岩波書店[778.7 ﾐﾔ] 

 

 映画「となりのトトロ」の舞台となったのは埼玉県所

沢市。所沢の四季を宮崎駿監督の妻、朱美さんのスケッ

チで記録したもの。また、宮崎駿監督が描いたトトロの

初期のイメージボードも載っており、自然豊かな所沢の

魅力とトトロの秘密が分かります。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

アニメは好き？ 
ジブリやディズニーなど、 

アニメーションの世界に触れてみよう 

日 月 火 水 木 金 土

4/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

5/1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  突然ですが、動物の“チーター”と“ヒョウ”と“ジ

ャガー”見分けることができますか？見た目が似ている

この 3種類の動物は“食肉目ネコ科”と同じ生物分類科

目ですが、柄の形で見分けることができます。

  この本は、そんな似ている生き物を“陸の生き物”“海

や水辺の生き物”“虫”の 3つに分け、見分け方や生態に

ついて比較した本です。姿は似ているのに体内構造が違

ったり、昆虫に見えるのに昆虫じゃなかったりと、不思

議な生き物の生態を知ることが出来ます。

と　き 4 月のおはなし会 時間  対　象

21 ごろりんらっこおはなし会
11：00 ～

（約 15 分）
0・1・2 歳

2・9・
16

てくてくぺんぎんおはなし会
14：00 ～

（約 25 分）
3 歳～
低学年

23 ふむふむしろくまおはなし会
14：00 ～

（約 25 分）
高学年

　1 日 （金）　午後 ミリカスプリングコンサート

　29 日 （金 ・ 祝） 一日 青空マーケット

※イベント情報の変更等により情報が変わる
　場合があります。

と　き イ　ベ　ン　ト　 時間  対　象
4/19 ～
　5/22

　20 歳を過ぎた絵本の展示 開館時間内 全て

4/19 ～
　5/22

　読書スタンプラリー
午前 10 時から
午後 6時まで

中学 3年生まで

4/24 　司書一日体験
①午前 11 時から

②午後 2 時から

（各回約 1時間）

小学 4年生から

中学 3年生まで

4/30 　おとな向けおはなし会
午後 5時から

（約 20 分）
大人

カレンダー・イベント情報

※詳しいイベント内容などはミリカディアや
　図書館ホームページ、館内掲示をご覧ください。

4 月　駐車場混雑予報

今月の本の紹介

『似ている動物「見分け方」事典』
木村悦子／執筆　　ベレ出版　　[481.1 ｷﾑ ]

司書の
気になる
本紹介。

  各ページには比較するための見分け

方チャートやイラスト、生息地などの

基本情報など、監修の北澤さんが実際

に体験したことをベースに様々な情報

がまとめてあります。また、“参考資料

＆知識を深めるのにおすすめの図書”

と題して、様々な本を紹介されていま

す。読みおわった後、実物の生き物を

見比べたくなる 1冊です。

　那珂川市図書館司書　（おさるさん）

みちくさ屋の本棚

月

4
月

5

 『先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています ?』　
　小林 朋道 /著　築地書館　[481.7 ｺﾊﾞ ]

 コウモリは先生の手に包まれていないと食事をせず、
キジバトと先生は鳴き声で通じあう。
自然豊かな大学を舞台に起こる動物と人間をめぐる
事件の数々を人間動物行動学の視点で描く。


