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  中央図書館のエントランスホールにある「展示コーナー」をご存じですか。 

  図書館入ってすぐの場所にある「展示コーナー」では、団体の方が写真展を行っ

たり、図書館の企画展示を行う場所として利用されています。 

ただ、これまでは展示コーナーを利用する団体の方は少なく、図書館でも頂いた

ポスターを掲示する場所として使用していたため、団体の方でも「利用できる事を

知らなかった」と言う方も多いと思います。 

そこで、より多くの市民の方に使って頂けるように、「団体に限らず個人でも図書

館で作品展示ができる」コーナーへと生まれ変わります！！ 

 

筑西市にお住まいの方、在勤・在学の方であれば、どなたでも図書館で展示を行

う事ができます。 

展示期間は１日からご利用できます（最大１ヶ月間）。料金も無料です。 

 

「展示コーナーを利用したい！」「こんな展示がしたいけど図書館で出来るの？」

と言う方は、まずはお気軽に中央図書館へご相談下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市立図書館ＱＲコード 

展示コーナーの利用案内 

利用できる方：筑西市内にお住いの方、筑西市内に在勤・在学の方 

          であれば、個人でも団体でもご利用できます。 

 

 料    金：無 料 

 

 貸 出 期 間 ：1 ヶ月以内。1 日のみのご利用も可能です。 

        図書館の開館中（９時～１９時）に展示が出来ます。 

         ※図書館の開館時間外、休館日はご利用出来ません。 

※展示の準備、片づけは出展者でお願いします。 

 

 展 示 内 容 ：個人の方がご自身で作成、もしくは団体の方が作成した作品。 

         短歌、詩、写真、絵画、書道、陶芸 等 

 

※展示できないもの 

・政治、宗教、販売促進等(有料の講習会への案内、展示作品 

の販売など)に関するもの 

・公序良俗に反し、図書館に相応しくないと図書館が判断した 

もの 

 

 展 示 設 備 ：展示壁面 4 箇所 

展示ケース ３台 

 

展示物の管理：展示期間中（準備から終了後の片づけまで）の展示物の管理は 

出展者の責任でお願い致します。 

        展示により生じた損害についても、出展者の自己責任でお願いし 

ます。 

 

 利 用 申 請 ：展示日２ヶ月前より、中央図書館にて予約受付致します。 

        中央図書館カウンターにて利用申請書をお渡ししますので、 

必要事項をご記入の上、ご提出下さい。 

        その際、展示内容について詳しくお聞き致します。 

 

この機会に、図書館で「自分流の展示会」を開いてみませんか？ 

皆様のご利用をお待ちしております！ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平平平平成成成成２６年５２６年５２６年５２６年５月月月月    
 

平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月    

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    

                １１１１    ２２２２    ３３３３     １１１１    ２２２２    ３３３３    ４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    

４４４４    ５５５５    ６６６６    ７７７７    ８８８８    ９９９９    １１１１００００     ８８８８    ９９９９    １０１０１０１０    １１１１１１１１    １２１２１２１２    １３１３１３１３    １１１１４４４４    

１１１１１１１１    １１１１２２２２    １１１１３３３３    １１１１４４４４    １１１１５５５５    １１１１６６６６    １１１１７７７７     １１１１５５５５    １１１１６６６６    １１１１７７７７    １１１１８８８８    １１１１９９９９    ２０２０２０２０    ２１２１２１２１    

１８１８１８１８    １９１９１９１９    ２２２２００００    ２２２２１１１１    ２２２２２２２２    ２２２２３３３３    ２２２２４４４４     ２２２２２２２２    ２３２３２３２３    ２２２２４４４４    ２２２２５５５５    ２２２２６６６６    ２２２２７７７７    ２２２２８８８８    

２２２２５５５５    ２２２２６６６６    ２２２２７７７７    ２８２８２８２８    ２９２９２９２９    ３０３０３０３０    ３１３１３１３１             ２２２２９９９９    ３０３０３０３０                        

 開館時間  ９:00～19:00 休館日 毎週月曜(祝日に当たる場合は開館) 

5 月 5 日(月) こどもの日も通常通り開館致します。 

中 央 図 書 館 カ レ ン ダ ー 

朗読ボランティア 

「野ばらの会」    

５月１７日（土） 

午後 2 時～おはなしコ

ーナーにて 

絵本「ともだちできたかな」 

紙芝居「ごきげんのわるいコッ

クさん」 

問合せ先  

℡２８-６６５１（菅原） 

赤ちゃん向け 

読み聞かせ 

５月１５日（木） 

午後１時半～おはなし

コーナーにて 

ブックスタートスタッ

フが絵本の読み聞かせ

をします。赤ちゃんの心

にやさしく語りかけま

す。 

読み聞かせ「あすなろの会」 

５月２５日（日） 

午後２時～おはなしコー

ナーにて 

絵本「いいからいいから ２」 

紙芝居「ずっといっしょだよ」 

その他 

おりがみ遊びもあります。 

問合せ先  

℡２４-４５４７（手面） 

    

５ 月 の 読 み 聞 か せ 

GWGWGWGW 中も図書館は中も図書館は中も図書館は中も図書館は開館開館開館開館します！します！します！します！    

ゴールデンウィーク中（5 月３日～5 月６日）も 

中央図書館、明野図書館は休まず開館します。 

開館時間 ９：００～１９：００ 

 

おすすめの新刊おすすめの新刊おすすめの新刊おすすめの新刊    

4444 月、月、月、月、5555 月に受け入れた新刊の一部をご紹介します！月に受け入れた新刊の一部をご紹介します！月に受け入れた新刊の一部をご紹介します！月に受け入れた新刊の一部をご紹介します！    

この一覧にある本は新刊のため、貸出中や発注中、予約が多数入っている場合があります。 

お読みになりたい方は、図書館スタッフへお問い合わせ下さい。 

書  名 著 者 名 分 類 内  容 

著作権法 
COPYRIGHT LAW 

茶園 成樹 ０２１ 著作権 

お守り幸せ手帖 瀬戸内 寂聴 １８８ 宗教（天台宗） 

トロイアの真実 大村 幸弘 ２２７ 歴史(遺跡・遺物) 

1 人で 100 人分の成果を出す 

軍師の戦略 
皆木 和義 ２８１ 伝記（日本） 

12 か月壁面おりがみ 杉崎 めぐみ ３７６ 保育 

女の子って、 

勉強で人生が変わるんだ！ 
中井 俊巳 ３７９ 家庭教育 

体の不調が消える 

人体力学メソッド 
井本 邦昭 ４９８ 健康法 

リネンとコットンで編む     

かぎ針編みの北欧雑貨 
アップルミンツ ５９４ 工作・手芸 

いま教わりたい和食 平松 洋子 ５９６ 料理（日本） 

イベリコ豚を買いに 野地 秩嘉 ６４５ 豚・飼育 

ディズニー7 つの法則 トム・コネラン ６８９ 
ウォルト・ディズニー・ 

ワールド 

いろは判じ絵             
江戸のエスプリ・なぞなぞ絵解き 

岩崎 均史 ７２１ おもちゃ絵 

談志が遺した落語論 立川 談志 ７７９ 落語 

頼んでよかったと言われる       

主賓のスピーチ 
田島 善男 ８０９ 式辞・挨拶 

覇道の槍 天野 純希 913.6 日本の小説 

小説外務省                     

尖閣問題の正体 
孫崎 享 913.6 日本の小説 

へんしんねこパレオ 
絵 かとうまふみ    

作 村上しいこ 
E 絵本 

日本のすごい島調べ事典 

２巻、３巻 
  K291 日本の地理 

焼き上がり 5 分前！ 星 はいり K913.6 日本の読み物 


