
あかし しりつ としょかん         せいぶ としょかん

明石市立图书馆 西部图书馆

へいかんび   げつようび まいつき だい３かようび

闭馆日  星期一 每月第三個星期二

きゅうじつと かさなるときは かいかん

（节假日及法定休息日开馆）

ねんまつ ねんし 12がつ29にち 1がつ3か

年末年初(12月29日-1月3日)

http//:www.akashi-lib.jp/

明石市立図書館利用案内

休館日：毎週月曜日・毎月第３火曜日

（国民の祝日・休日とはさなるときは開館します）

年末年始（１２月２９日～１月３日）

明石市立図書館

    
                             TEL:078-918-5800

                     OPEN 9 30AM 

                                    CLOSE  7:00PM

                           

西部図書館

    

                      TEL:078-918-5675

                                     OPEN  9:30AM

                      CLOSE 7:00PM

    

http//:www.akashi-lib.jp/

明石市立图书馆

本館への道順

■ ＪＲ・山陽電鉄「明石駅」から徒歩約10 分

■ 上の丸、上の丸３丁目、上の丸郵便局前の各

   バス停から徒歩約５分

明石市立西部图书馆

西部館への道順

■ ＪＲ｢魚住駅｣から徒歩約８分

■ 山陽電鉄「魚住駅」から徒歩約１０分

りよう あんない

利用指南



はじめて ほんを かりる とき

第一次借书时

あかしし ざいじゅう ざいがく ざいきんのひと となりの し ちょうに すむひとは

☆ 明石市居住·在校·在职的人，住在邻接明石市的市的人，

だれでも かりることが できます

谁都能借。

りようもうしこみしょを かいて かうんたー まで

☆ 请填写「利用申请表」、到借书前台。

なまえ じゅうしょの かくにん できるものを みせてください

    （并持能证明地址和姓名的有效证件）

3 ねんかん ゆうこうの としょりようけんを おわたし します

☆ 交付三年有效的图书利用券。

としょりようけんは あかししりつとしょかん せいぶとしょかん

图书利用券可明石市立图书馆、明石市立西部图书馆、

いどうとしょかんで きょうつうに つかえます

流动图书馆通用。

ひとり 10 さつ まで CD DVD びでおは そのうち 2 てんまで

☆ 一人一次最多可借10册（包括CD‧DVD‧录像带２卷）、

2 しゅうかん かりることができます  

借书期限为两周。

いどうとしょかんでは べつに 15 さつまで 1 かげつ かりることが できます

能借在移动图书馆，另外到15册一个月。

ほんを かりる とき

借书

ほんと としょりようけんを かうんたーに だしてください

☆ 请把需要借阅的资料拿到借书前台并图书利用券。

よやくの ない ほんは つづけて かりることが できます

☆ 仅限于在没有其他读者预约的情况下、可以再续借。

ほんを かえす とき

还书

ほん のみ かうんたーに かえして ください

☆ 还书时只需将书拿到还书前台即可。

としょりようけんは いりません

（不用图书利用券）

としょかんが しまっている ときは へんきゃくぽすとに かえしてください

☆ 图书馆不开放时、把书直接投到还书箱中即可。

CD DVD びでおは かならず かうんたーに かえして ください

（但CD‧DVD‧录像带必须直接还到借书前台）

あかししりつとしょかん せいぶとしょかんの どちらにも かえすことができます

☆ 不限定还书明石市立图书馆、明石市立西部图书馆。

しない 12 かしょに ある へんきゃくぽすとも りよう できます

☆ 市内12处有的返还箱也能利用。

くわしくは ほーむぺーじ または かかりいんに おたずね ください

（详细情况请到主页或者主管人）

わからない ことが ある とき

当您找不到要找的书时

さがしている ほんが みつからない とき どうやって しらべたら いいのか

☆ 当您找不到要找的书时、或者不知道书放在什么地方地时、

      わからない ときは かうんたーの しょくいんに おたずね ください

不要客气、请向借书处的工作人员咨询。

かしだしちゅうの ほん としょかんに ない ほんの よやく さーびすも しています

☆ 有对图书馆没有的书和出借中的书的预约服务。

.
こぴー

复印

としょかんにあるしりょうにかぎり ちょさくけんほうのはんいないで こぴーができます

☆ 仅限于图书馆资料、在著作权法容许的范围内可以复印。

1 まい 10 えん

复印费１张１０日元。

CD DVD びでお

CD‧DVD‧录像带

CD DVD びでおは せいぶとしょかんで しちょうする ことが できます

☆ CD‧DVD‧录像带可以在西部图书馆觀看。

かうんたーまで おこしください

请到前台。

.
いどうとしょかん  

流动图书馆

しない かく すて－しょんを まいつき 1 かい じゅんかい しています

☆ 巡回在市内各站每月一回。

すてーしょんの いちらんや じゅんかいにっていに ついては

☆ 关于各站的一览和巡回日程

ほーむぺーじ または かかりいんに おたずね ください

请主页或询问主管人员。

としょの たくはい さーびす

图书的登门送货服务

しょうがいを おもちのかたや こうれいしゃで としょかんへの らいかんが こんなんな

☆ 有对残疾人或者的事因为是高龄者所以到图书馆来,

あかし しみんに としょを じたくまで おとどけする たくはい さーびすが あります

事情困难的明石市民到自己的住宅投送图书"登门送货服务"。

くわしくは ほーむぺーじ または かかりいんに おたずね ください

（详细情况请到主页或者主管人）

ちょうさ そうだん

参考服务

しらべたい ことに ついての ほん ざっし じょうほうの ちょうさを おてつだい します

☆ 明白你想调查的事的书·杂志·信息的调查帮忙。

かうんたーで おたずね ください

请用计数器寻问。


