図書館だより

中津市立山国図書館
中津市山国町守実130番地
（コアやまくに内）
TEL 0979-62-2141

平成２７年１２月号（Ｎｏ．１）

このたび、山国図書館より「図書館だより」を発行することに
なりました。図書館の情報をいろいろとお伝えしたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いします！

みなさん、ご存知ですか？
館内蔵書検索機（ＯＰＡＣ）が
便利になりました！
１０月より図書館システムが更新され、館内蔵書検索機ＯＰＡＣ（オーパック）から資料の予約が
できるようになりました。資料を予約する際には図書館カードとパスワードが必要になりますので、
ご自身でパスワードの登録をお願いします。
ＯＰＡＣでは、貸出中の資料や、市内の他の図書館に在庫である資料を予約することができます。
さらに、メールアドレスを登録していただくと、予約した資料がご準備できたらメールでお知らせする
ことができます。
また、ＯＰＡＣからご自身で資料の貸出延長手続きができます。延長は１回限りですが、図書は１５日
間、雑誌・視聴覚資料は８日間延長することができます。
貸出の延長ができるのは、
①予約が入っていない資料
②返却期限が過ぎていない資料（貸出中の資料に１冊でも、返却期限が過ぎている資料がある
場合、貸出延長はできません。）
③中津市立図書館の資料（他市町村から借受した資料は、カウンターにお持ちください。）
ご不明な点がありましたら、職員へお尋ねください。尚、図書館ホームページからも従来通り資料の
予約ができます。また、貸出延長もできるようになりましたので、こちらもご利用ください。

１２月の図書館カレンダー
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29
3 4 5

水
2
9
16
23
30
6

木
3
10
17
24
31
7

金
4
11
18
25
1/1
8

白字の日は休館日です

土
5
12
19
26
2
9

休館日のお知らせ
１２／７（月）～１２／１１（金）までの間、図書館資料
総点検のため、休館となります。
また、年末年始の休館日は、平成２７年１２月２９日
（火）～平成２８年１月５日（火）までとなります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。

＜開館時間＞

平 日
日・ 祝

１０：００～１８：００
１０：００～１７：００

１２月の新刊情報 （毎週木曜日に新刊が入ります）
★一般書［書名・著者・分類記号］
図解100%好かれる1%の習慣 松澤 萬紀／箸 （159）
ピラミッド・タウンを発掘する 河江 肖剰／著 （242）
トヨタの段取り OJTソリューションズ／著 （336.2）
カンブリアンモンスター図鑑 千崎 達也／文・絵 （457.3）
からだ想いのおいしいスープ 石澤 清美／著 （596）
わかれ 瀬戸内 寂聴／著 （913.6）
陽だまりの天使たち 馳 星周／著 （913.6）

★児童書［書名・著者・分類記号］
ぼくはアホウドリの親になる 南 俊夫／文・写真 （K488）

しずくちゃん 25 ぎぼ りつこ／作・絵 （K726）
どうぶつことばあそび さはら そのこ／作 （K807）
みんなのおばけ小学校 市川 宣子／作 （K913）
つくしちゃんとすぎなさん まはら 三桃／作 （K913）
大好き!クサイさん デイヴィッド・ウォリアムズ／作 （K933）

あるひ、いつものがくどうで。 サトシン／さく （KE）

おすすめ絵本
特集

師走のあれこれ！

『サンタさんたら、もう!』
ひこ・田中／作 WAVE出版

年の瀬が近づき、今年も残すところあと一ヵ月
となりました。みなさんは年末年始に向けての
準備は進んでいますか？
今月は年賀状、大掃除、おせち料理の準備
など年末年始に役立つ本を集めてみました。。
師走を計画的に過ごして、新年を気持ちよく
迎えましょう！

セイヤくんの家にやってきたサンタさ
んは、かぎをわすれたり、「つかれた」と
横になったり、去年のサンタさんカードを持ってきたりと、
かなりの変わり者。サンタさんが人間らしくて、思わずク
スッと笑ってしまう絵本です。

『十二支のはじまり」
岩崎 京子／文 教育画劇
昔、ある年の暮れ、神さまが動物たち
におふれを出しました。「正月の朝、ごてんに来るように。
来たものから順に12ばんまで、その年の大将にする」
どうして、十二支のなかに犬がいて、猫がいないのか、
この絵本を読むと「そうだったのか！」と納得しますよ。
楽しみながら十二支の由来がわかる絵本です。

移動図書館車運行表
曜日 地区
槻木
第
１
・
３
月
曜
日

第
２
・
４
月
曜
日

駐車地

予定時間

毛谷村・泉地区
坂内公民館
山国工芸社

１０：３０～１０：５０
１１：００～１１：２０
１１：３０～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：１０～１３：２５
１３：３０～１３：４０
１３：５０～１４：１０
１４：２０～１４：４０
１５：００～１５：２０
１５：３０～１６：００
１０：２０～１１：００
１１：１０～１１：３０
１３：００～１３：２０
１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：５０
１４：００～１４：２０
１４：３０～１４：５０
１５：０５～１５：２５

小原井バス停（山国バス）付近

槻木郵便局前
槻木交流センター
高内農事集会所
高内バス停付近
溝部 大曲生活改善センター付近
草本公民館
溝部
溝部保育所
所小野多目的集会施設
小竹林バス停（山国バス）付近

三郷

平小野生活改善センター
草野発條製作所
出羽バス停付近
茸木バス停付近
大石峠橋付近

１２月の運行日

第１・３月曜日…２１日
第２・４月曜日…１４日、２８日
第１・３水曜日…２日、１６日
第２・４水曜日…運行なし

曜日 地区

駐車地

三郷
第
１
・
３
水
曜
日

第
２
・
４
水
曜
日

長尾野公民館付近
重尾公民館付近
山国中学校
藤野木橋付近
春田地区生活改善センター
大勢集会所
中摩コミュニティーセンター
白地農業研修所
庄屋村生活改善センター
三郷
市平地区集落センター
市平上２バス停付近
奥畑橋付近
羽高生活改善センター
三郷小学校
みさと保育園
犬王丸多目的集会所
神谷地区構造改善センター
中摩コミュニティーセンター
ウテリー山国

予定時間
１０：３０～１０：４０
１１：００～１１：２０
１３：０５～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：３５
１４：４５～１５：０５
１５：１５～１５：４０
１５：５０～１６：００
１６：１０～１６：３０
１０：３０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１１：４０～１１：５０
１３：１０～１３：４０
（夏休み）１３：３０～１３：４０

１３：５０～１４：３０
１４：４５～１５：００
１５：１０～１５：２０
１５：３０～１６：００
１６：１０～１６：２５

※運行日が祝日や図書整理休館日に当たる場合は、
移動図書館はお休みになります。

図書館だより
平成２８年１月号（Ｎｏ．２）

中津市立山国図書館
中津市山国町守実130番地
（コアやまくに内）
TEL 0979-62-2141

新年明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

１月の特集

今年こそ、やってみよう！
新年がスタートしました。気持ちが改まって、
新しいことに挑戦したくなりますよね。
そこで、今月は新たな自分に出会うために
役立つ本を集めてみました。
自分を磨いて、素敵な１年を過ごして下さい。

１月の図書館カレンダー
日 月 火 水 木 金
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31 2/1 2 3 4 5
白字の日は休館日です

土
2
9
16
23
30
6

お知らせ
平成２８年２月１日（月）は１月
末図書整理休館日、２月２日
（火）は火曜定期休館日のため、
図書館は休館します。
＜開館時間＞ 平 日
日・ 祝

１０：００～１８：００
１０：００～１７：００

１月の新刊情報 （毎週木曜日に新刊が入ります）
★一般書［書名・著者・分類記号］
★児童書［書名・著者・分類記号］
なるほど!お金のはなし マーティン・ジェンキンス／文 （K337）
人生で大事なことは５つだけ 大木 ゆきの／箸 （159.6）
地中世界のサバイバル 2 スウィートファクトリー／文 （K481）
ごてやん 稲盛 和夫／著 （289.1）
のはらキッチンへぜひどうぞ まはら 三桃／作 （K596）
老後貧困から身を守る 細沢 祐樹／著 （324.6）
北極スマイル♡南極スマイル 香川 美穂／写真・文 （482.7） はじめての百人一首 吉海 直人／監修 （K911）
きえた!?かいけつゾロリ 原 ゆたか／さく・え （K913）
ひでこさんのたからもの。 つばた 英子／著 （590.4）
もっとシクラメン ＮＨＫ出版／編 （627.5）
ぼくたちの相棒 ケイト・バンクス／著 （K933）
天下人の茶 伊東 潤／著 （913.6）
ママのもちつき 長崎 源之助／文 （KE）

図書を寄贈していただきました!
平成２７年１２月２１日に、株式会社 沖代建設
工業様より、図書（児童書）を１０冊寄贈してい
ただきました。カウンター前の新着本コーナー
に展示しておりますので、ぜひご利用下さい。
・『ダムをつくったお父さんたち』 かこ さとし
・『トンネルをほる』 ライアン・アン・ハンター
・『図解絵本東京スカイツリー』 モリナガ ヨウ
・『見学しよう工事現場 2』 溝渕 利明
・『見学しよう工事現場 3』 溝渕 利明
・『キティちゃんのじしんがきたらどうするの?』
セコム株式会社子を持つ親の安全委員会
・『海外の建設工事に活躍した技術者たち』
かこ さとし
・『暮らしをまもり工事を行ったお坊さんたち』
かこ さとし
・『ふたつの国の物語』 小川 総一郎
・『川を治め水と戦った武将たち』 かこ さとし

おすすめ絵本
『てぶくろ』
エウゲーニー・M・ラチョフ／え 福音館書店
雪の上に落ちていたてぶくろにネズミが住
みこみました。そこへカエルやウサギ、キツ
ネが次々やって来て、どんどんふくらむてぶくろにハラハ
ラ、ドキドキします。さあ、いったいてぶくろはどうなるの
でしょうか？

『ゆきのひ』
くすのき しげのり／原作 佼成出版社
待ちに待った雪の日。雪合戦で大活躍の
りすくんに、きつねくんの投げた球が命中。りすくんは
大泣き。そんな２人はどうやって仲直りするのでしょうか？
このきっかけが素敵なのです。

移動図書館車運行表
曜日 地区
槻木
第
１
・
３
月
曜
日

駐車地

予定時間

毛谷村・泉地区

１０：３０～１０：５０

坂内公民館

１１：００～１１：２０

山国工芸社

１１：３０～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：１０～１３：２５
１３：３０～１３：４０
１３：５０～１４：１０
１４：２０～１４：４０

小原井バス停（山国バス）付近

槻木郵便局前
槻木交流センター
高内農事集会所
高内バス停付近
溝部 大曲生活改善センター付近
溝部

第
２
・
４
月
曜
日

草本公民館
溝部保育所
所小野多目的集会施設

三郷

平小野生活改善センター
草野発條製作所
出羽バス停付近

１４：００～１４：２０

茸木バス停付近
大石峠橋付近

１４：３０～１４：５０
１５：０５～１５：２５

１月の運行日

三郷
第
１
・
３
水
曜
日

１５：００～１５：２０
１５：３０～１６：００
１０：２０～１１：００
１１：１０～１１：３０
１３：００～１３：２０
１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：５０

小竹林バス停（山国バス）付近

曜日 地区

第１・３月曜日…１８日
第２・４月曜日…２５日
第１・３水曜日…６日、２０日
第２・４水曜日…１３日、２７日

三郷

第
２
・
４
水
曜
日

駐車地

予定時間

長尾野公民館付近

１０：３０～１０：４０

重尾公民館付近

１１：００～１１：２０

山国中学校
藤野木橋付近
春田地区生活改善センター
大勢集会所
中摩コミュニティーセンター
白地農業研修所

１３：０５～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：３５
１４：４５～１５：０５
１５：１５～１５：４０
１５：５０～１６：００

庄屋村生活改善センター

１６：１０～１６：３０

市平地区集落センター
市平上２バス停付近
奥畑橋付近
羽高生活改善センター

１０：３０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１１：４０～１１：５０
１３：１０～１３：４０

三郷小学校

（夏休み）１３：３０～１３：４０

みさと保育園

１３：５０～１４：３０

犬王丸多目的集会所
神谷地区構造改善センター
中摩コミュニティーセンター
ウテリー山国

１４：４５～１５：００
１５：１０～１５：２０
１５：３０～１６：００
１６：１０～１６：２５

※運行日が祝日や図書整理休館日に当たる場合は、
移動図書館はお休みになります。

図書館だより
平成２８年２月号（Ｎｏ．３）

２月の特集

中津市立山国図書館
中津市山国町守実130番地
（コアやまくに内）
TEL 0979-62-2141

寒さに負けない！

毎日、寒い日が続きますね。風邪など引いていませ
んか？今月はあたたまる料理や食材の本、風邪予防
や冷え取りなど健康法の本をご紹介します。規則正
しい生活を心がけ、元気に冬を乗り切りましょう♪
『からだポカポカあったかおかず』
成美堂出版編集部／編
シチュー、鍋、煮込み、あったか麺など、
寒い冬に体を温めてくれるメニューが、盛
りだくさんです。日替わりでいろいろなレ
シピを試してみて下さい。温かい料理を食
べて、寒さを吹き飛ばしましょう。

２月の図書館カレンダー
日 月
1
7 8
14 15
21 22
28 29

火
2
9
16
23

水
3
10
17
24
３/1 2

木
4
11
18
25
3

金
5
12
19
26
4

白字の日は休館日です

土
6
13
20
27
5

『冷えとりガールのスタイルブック』
主婦と生活社
靴下の重ね履きや下半身を温めるといった、
冷えとりを実践するためのいろんなコツが紹
介されています。この本を参考にすれば、冷
えとりもでき、おしゃれにもなれて、一石二
鳥です。冷えに悩む女性にうれしい１冊です。

★図書館からのお願いです★
コアタウンホールに設置している返却ボックス
への視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ）の返却は
ご遠慮ください。破損の恐れがあります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。

＜開館時間＞

平 日
日・ 祝

１０：００～１８：００
１０：００～１７：００

２月の新刊情報 （毎週木曜日に新刊が入ります）
★一般書［書名・著者・分類記号］
人生を好転へ導く数占術 河合 龍夫／箸 （148.9）
介護福祉士になるには 渡辺 裕美／編著 （369.1）
飲むだけくすりスープ タカハシ ユキ／著 （498.5）
北欧スタイルのここちよい暮らし waco／著 （597）
もか吉、ボランティア犬になる。 江川 紹子／著 （645.6）
コロボックルの小さな画集 村上 勉／文・絵 （726.5）
坂の途中の家 角田 光代／著 （913.6）

★児童書［書名・著者・分類記号］
あっぱれ!なんでも日本一 グループ・コロンブス／構成 （K031）
三年二組、みんなよい子です! くすのき しげのり／作 （K374）
食べ物で見つけた進化のふしぎ 盛口 満／文・絵 （K467）

忍者修行マニュアル 山田 雄司／監修 （K789）
ハルと歩いた 西田 俊也／作 （K913）
ウォーリーと16人のギャング リチャード・ケネディ／文 （K933）

あーそーぼ やぎゅう まちこ／さく （KE）

おすすめ絵本

第154回芥川賞・直木賞が
発表されました

『いたいのいたいのとんでゆけ』
新井 悦子／作 鈴木出版

先月19日に第154回芥川賞・直木賞が発表され
ました。今回は芥川賞が２作品、直木賞が１作品
が選ばれました。
＜芥川賞＞
『死んでいない者』 滝口 悠生／著 文藝春秋
『異類婚姻譚』 本谷 有希子／著 講談社

山のふもとに住んでいた、さよとばあさ
ま。けがをしたばあさまに、さよは「いたいのいたいの
とんでゆけ」とおまじないをとなえました。すると、山に
住むオニのところに、ばあさまの痛いのが飛んでいき…。
さよとオニの心あたたまるお話です。

『おふくさん』

＜直木賞＞
『つまをめとらば』 青山 文平／著 文藝春秋

この機会に受賞作品を読んでみてはいかが
ですか？（是非、予約をして下さい。）新たな
読書の世界が広がるかもしれませんよ。

服部 美法／ぶん・え 大日本図書
毎日、みんなと楽しくくらしているおふくさん。そんな
おふくさんたちのもとへ、みんなをこわがらせようとこわ
い鬼がやってきました。でも、おふくさんたちは…。日本人
が大切にしてきた笑いや、福を呼びこんでくれるお話です。

移動図書館車運行表
曜日 地区
槻木
第
１
・
３
月
曜
日

駐車地

予定時間

毛谷村・泉地区

１０：３０～１０：５０

坂内公民館

１１：００～１１：２０

山国工芸社

１１：３０～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：１０～１３：２５
１３：３０～１３：４０
１３：５０～１４：１０
１４：２０～１４：４０

小原井バス停（山国バス）付近

槻木郵便局前
槻木交流センター
高内農事集会所
高内バス停付近
溝部 大曲生活改善センター付近
溝部

第
２
・
４
月
曜
日

草本公民館
溝部保育所
所小野多目的集会施設

三郷

２月の
運行日

三郷
第
１
・
３
水
曜
日

１５：００～１５：２０

平小野生活改善センター
草野発條製作所

１５：３０～１６：００
１０：２０～１１：００
１１：１０～１１：３０
１３：００～１３：２０
１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：５０

出羽バス停付近

１４：００～１４：２０

茸木バス停付近
大石峠橋付近

１４：３０～１４：５０
１５：０５～１５：２５

小竹林バス停（山国バス）付近

曜日 地区

第１・３月曜日…１５日
第２・４月曜日…８日、２２日
第１・３水曜日…３日、１７日
第２・４水曜日…１０日、２４日

三郷

第
２
・
４
水
曜
日

駐車地

予定時間

長尾野公民館付近

１０：３０～１０：４０

重尾公民館付近

１１：００～１１：２０

山国中学校
藤野木橋付近
春田地区生活改善センター
大勢集会所
中摩コミュニティーセンター
白地農業研修所

１３：０５～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：３５
１４：４５～１５：０５
１５：１５～１５：４０
１５：５０～１６：００

庄屋村生活改善センター

１６：１０～１６：３０

市平地区集落センター
市平上２バス停付近
奥畑橋付近
羽高生活改善センター

１０：３０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１１：４０～１１：５０
１３：１０～１３：４０

三郷小学校

（夏休み）１３：３０～１３：４０

みさと保育園

１３：５０～１４：３０

犬王丸多目的集会所
神谷地区構造改善センター
中摩コミュニティーセンター
ウテリー山国

１４：４５～１５：００
１５：１０～１５：２０
１５：３０～１６：００
１６：１０～１６：２５

※運行日が祝日や図書整理休館日に当たる場合は、
移動図書館はお休みになります。

図書館だより
平成２８年３月号（Ｎｏ．４）

新生活に
向けて
３月の特集

中津市立山国図書館
中津市山国町守実130番地
（コアやまくに内）
TEL 0979-62-2141

陽射しがだんだんとあた
たかくなり、春の陽気に包
まれてきました。春は進学
・就職など、何かと生活の
スタイルが変わるときです。
そこで、今月は衣食住に関する、
新生活を始める際に備えとなる本
をご紹介します。早めの準備で新
生活を気持ちよくスタートさせま
しょう。

『ウホウホあぶない
ウホウホにげろ』

『うめじいのたんじょうび』
かがくい ひろし／作 講談社

日隈 一雄／原案 子どもの未来社

今日はうめじいの誕生日。ところで、うめじいって、
いくつなんだろう？たくあんや、らっきょう漬けなど
仲間たちが、うめじいのたんじょうびを祝う、ゆかい
なお話。2009年に急逝された著者の未発表の作品
で、あらゆるものへの温かい目線にあふれています。

大人は、誰もが、子どもの命の見張り役。サルのジュリ
先生が子供たちと森へ出かけると…。弁護士の日隈一
雄さんが病の痛みで眠れない夜に書いたお話です。私た
ちに託された思いを一緒に考えていきましょう。

３月の図書館カレンダー
日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24
31

金
4
11
18
25

土
5
12
19
26
４/１ 2

白字の日は休館日です

休館日のお知らせ
３月３１日は３月末図書整理休館日、４月１日
は年度末整理休館日で図書館はお休みになり
ます。連休となりますので、ご迷惑をおかけします
が、よろしくお願いいたします。

＜開館時間＞ 平 日
日・ 祝

１０：００～１８：００
１０：００～１７：００

３月の新刊情報 （毎週木曜日に新刊が入ります）
★一般書［書名・著者（出版社）・分類記号］

★児童書［書名・著者（出版社）・分類記号］
ちがいはっけん図鑑 井戸 ゆかり／監修 （K031）
サムライ最強図鑑 永岡書店 （K281）
ひみつのとっくん 佐川 芳枝／作 （K317）
おしいれ電車 最上 一平／作 （K686）
イルカカムバック 秋山 弘／文 （K913）

こだわらニャい心配しニャい迷わニャい 加藤 朝胤／監修 （183.1）

るるぶ大分別府 '16〜'17 JTBパブリッシング （291.9）
家族病 金盛 浦子／著 （367.3）
粘膜力でぜんぶよくなる 和合 治久／著 （498.5）
キューブ型のお菓子とパン 荻田 尚子／著 （596.6）
昭和のレトロパッケージ 初見 健一／著 （675.1）
温泉妖精 黒名 ひろみ／著 （913.6）

へっちゃらトーマス パット・ハッチンス／ぶん・え （K933）

ひなまつりのちらしずし 宮野 聡子／作 （KE）

中津市立図書館で２月に予約の多かった本
ベスト10（2016年2月28日現在）
最近、「ネコノミクス」なんて言葉を聞きますが、 １．倒れるときは前のめり
今、猫ブームが熱いですよね。図書館にも猫に関
天才
する本がたくさんあります。猫に魅せられて、癒
３．赤毛のアンナ
されますよ。犬派の方も、是非どうぞ♪
あの日
『ニャンダフル!100名言』 『ねこシネマ。』
幹事のアッコちゃん
ネコまる編集部／編
ねこシネマ研究会／編
臥龍
辰巳出版
双葉社
バビロンの秘文字 １
８．ハーメルンの誘拐魔
みんなの家事ブック
10. 坂の途中の家
人魚の眠る家
火花
偉人の名言と猫の愛ら
しい写真が、心をほぐ
してくれる１冊です。

猫の登場する映画を
全85作品紹介。猫好
きの方は必見です。

有川 浩（914.6）
石原 慎太郎（913.6）
真保 裕一（913.6）
小保方 晴子（916）
柚木 麻子（913.6）
今野 敏（913.6）
堂場 瞬一（913.6）
中山 七里（913.6）
本多 さおり（590）
角田 光代（913.6）
東野 圭吾（913.6）
又吉 直樹（913.6）

🌼１位は人気作家・有川浩さんの初エッセイ集です。
2003年～2015年までの全94本のエッセイ他、
小説2編も特別収録されています。

移動図書館車運行表
曜日 地区
槻木
第
１
・
３
月
曜
日

駐車地

予定時間

毛谷村・泉地区

１０：３０～１０：５０

坂内公民館

１１：００～１１：２０

山国工芸社

１１：３０～１１：４０
１１：４５～１１：５０
１３：１０～１３：２５
１３：３０～１３：４０
１３：５０～１４：１０
１４：２０～１４：４０

小原井バス停（山国バス）付近

槻木郵便局前
槻木交流センター
高内農事集会所
高内バス停付近
溝部 大曲生活改善センター付近
溝部

第
２
・
４
月
曜
日

草本公民館
溝部保育所
所小野多目的集会施設

三郷

平小野生活改善センター
草野発條製作所
出羽バス停付近

１４：００～１４：２０

茸木バス停付近
大石峠橋付近

１４：３０～１４：５０
１５：０５～１５：２５

３月の運行日

三郷
第
１
・
３
水
曜
日

１５：００～１５：２０
１５：３０～１６：００
１０：２０～１１：００
１１：１０～１１：３０
１３：００～１３：２０
１３：３０～１３：３５
１３：４０～１３：５０

小竹林バス停（山国バス）付近

曜日 地区

第１・３月曜日…７日
第２・４月曜日…１４日、２８日
第１・３水曜日…２日、１６日
第２・４水曜日…９日、２３日

三郷

第
２
・
４
水
曜
日

駐車地

予定時間

長尾野公民館付近

１０：３０～１０：４０

重尾公民館付近

１１：００～１１：２０

山国中学校
藤野木橋付近
春田地区生活改善センター
大勢集会所
中摩コミュニティーセンター
白地農業研修所

１３：０５～１３：３５
１３：４５～１３：５５
１４：０５～１４：３５
１４：４５～１５：０５
１５：１５～１５：４０
１５：５０～１６：００

庄屋村生活改善センター

１６：１０～１６：３０

市平地区集落センター
市平上２バス停付近
奥畑橋付近
羽高生活改善センター

１０：３０～１０：５０
１１：００～１１：１０
１１：２０～１１：３０
１１：４０～１１：５０
１３：１０～１３：４０

三郷小学校

（夏休み）１３：３０～１３：４０

みさと保育園

１３：５０～１４：３０

犬王丸多目的集会所
神谷地区構造改善センター
中摩コミュニティーセンター
ウテリー山国

１４：４５～１５：００
１５：１０～１５：２０
１５：３０～１６：００
１６：１０～１６：２５

※運行日が祝日や図書整理休館日に当たる場合は、
移動図書館はお休みになります。

第２・４水曜日…９日、２３日

移動図書館はお休みになります。

