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大平図書館｜「バリアフリー映画会」 
日時：８月２８日（土）１４時～１６時 

場所：大平図書館 ２階視聴覚室 

対象：中学生以上 

定員：１５名 

内容：『天使のいる図書館』の上映。  

「バリアフリー映画」とは、映像作品の音が伝えている情報を文字にして 

表示している映画です。セリフだけでなく、話者名や音楽や効果音など 

可能な限り文字化しているので耳の不自由な方でも楽しめます。 

申込：８月１日（日）よりカウンターまたは電話にて受付 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

８月上旬～ 

●「やまいこ！」（児童向け） 

8月 8日(日)は「山の日」。あんな山、こんな山いろ

いろな山がでてくる絵本や児童書を紹介します。 

●「Ａ・ＴＳＵ・Ｉ！」（一般向け） 

●「パラリンピック」（児童向け） 

西方館  ８月上旬～ 

●「せんそうとへいわ」（一般向け） 

●「こわ～い本」（児童向け） 

岩舟館  ８月上旬～ 

●「今年の夏も、いつもと違う」（一般向け） 

●「夏だ！冒険だ！」（児童向け） 

栃木図書館   

７月下旬～ 

●「平和って何だろう 

～みんなで考えたい原爆～」（一般向け） 
栃木市総務課による「栃木平和展示ミニ」と、当館

での講演会にあわせて、関連資料を展示します。 

開催中 

●「職場体験生のおすすめ本」（YA向け） 

●「読んでビンゴ」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年７月２０日発行 

藤岡図書館｜「ダブルアイスの 

ストラップをつくろう！」 
日時：８月２２日（日）１１時～１２時 

    （作品展示：８月１日（日）～８月２２日（日）） 

場所：藤岡図書館 ２階視聴覚室（展示は１階展示スペース） 

講師：フェイクスイーツ工房 Ki*kone 小松君枝氏 

対象：幼児～一般（小学生未満は保護者同伴要） 

定員：１５名程度（保護者も含む）  費用：１人５００円 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

栃木図書館｜「吹上藩（有馬家）の歴史」 

日時：８月２１日（土）１０時～１１時３０分 

場所：栃木図書館 ２階会議室 

講師：吹上地区まちづくり協議会歴史ロマン委員会副委員長 

大竹博氏 

対象：どなたでも  定員：２０名 

内容：幕末に摂津有馬家が治めた吹上藩の歴史を語る。 

申込：カウンターまたは電話にて受付中（先着順） 

※詳細・お申込は、最終ページ記載の各館連絡先まで。 

※掲載されているイベント・行事は、新型コロナ感染症拡大の状況等により、中止もしくは延期となることがございます。 

藤岡図書館  

８月上旬～ 

●「Let's Go OUTDOOR」（一般向け） 
アウトドアにぴったりの季節！ 

せっかくだから、外遊びを楽しみませんか？ 

開催中 

●「おばけだぞ～」（児童向け） 

都賀図書館  

８月上旬～ 

●「大人の図鑑」 （一般向け） 

ちょっと気になる「あれ」や「これ」に関する 

大人向けの「図鑑」をそろえてみました！ 

開催中 

●「妖怪横丁」(児童向け)      

都賀図書館｜夏休みスタンプラリー 
「ツーガのなつやすみ」 

期間：８月１日（日）～８月３１日（火）  

場所：都賀図書館 １階貸出カウンター 

対象：幼児～小学生 

定員：先着１００名 

内容：期間中３回の来館、１５冊以上借りるとオリジナルキーホルダーが 

作れるプラバンキットをプレゼント！ 

西方館｜「読んで残そう！ヨメタネ手帖プレゼント」 
期間：７月１７日（土）～８月３１日（火）  

場所：図書館西方館 カウンター 

内容：期間中本を５冊以上借りてくれた方に、 

手作りチャーム付きヨメタネ手帖（読書手帳）をプレゼント。 



 

 

 

※著者名の隣に資料の所蔵先を表示しています。栃（栃木図書館）／大（大平図書館）／藤（藤岡図書館）／都（都賀図書館）／西（図書館西方館）／岩（図書館岩舟館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

今月のおはなし会 

 

今月のスタッフおすすめ本 

◆栃木図書館◆ 

☆りんごの会 おそとでおはなしひろば 

８月１４日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「3びきのくま」他 

８月２８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「そらはだかんぼ！」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：１階エントランス横 

☆出張えほんデビュー 

８月３日（火）１１時～１１時３０分 

▽絵本の読み聞かせ・手遊び・かんたん工作他 

対象：幼稚園・保育園入園前の親子 

（親子５組まで） 

場所：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（栃木市 

  市民交流センター）内１Ｆ交流スペース 

◆都賀図書館◆ 

☆おはなしボランティア“たんぽぽ” 

の夏休みおはなし会 

７月３１日（土）１０時～１０時４０分 

▽パネルシアター「牛方とやまんば」他 

場所：２階視聴覚室 

☆スタッフのおはなし会 

８月１５日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居「おまんじゅうのすきなとの 

さま」他 

場所：２階視聴覚室 

◆図書館岩舟館◆ 

☆いわふねおはなしキャラバンによる 

おはなし会 

８月１４日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「うしになったおとこのこ」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

☆スタッフによるおはなし会 

８月２８日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「わる～い！オオカミの子」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

◆大平図書館◆ 

☆おはなししゃぼんだまの 

“絵本の読み聞かせ” 

８月７日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

８月１３日（金）・２７日（金） 

１０時３０分～１１時 

対象：幼児向け 

場所：１階児童クラブ室 

☆スタッフのおはなし会 

８月２２日（日）１１時～１１時２０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

場所：１階児童クラブ室 

☆こわいおはなし会 

８月９日（月）１１時～１１時２０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

場所：１階児童クラブ室 

 

◆藤岡図書館◆ 

☆ふじおかおはなし会 

『コロポックル』おはなし会 

８月７日（土）１４時～１４時３０分 

▽「アイスクリーム」に関する 

 紙芝居「アイスくん」他 

８月２１日（土）１４時～１４時３０分 

▽「夏の虫」に関する 

 紙芝居「ツノ対アゴ」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆おはなしボランティア 

 「おはなし☆きらら」おはなし会 

８月６日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「たのしい夏休み」 

場所：児童書コーナー 

 

[フルーツパトロール] 
伊藤まさこ//著 （藤・西） 
1年中楽しみたい、食べたい、知られざる

「フルーツ」の魅力をご紹介。フルーツのお

いしいお店や果樹園、レシピなどを色鮮や

かな写真とともに楽しめる 1冊。 

[甘いバナナの苦い現実] 

石井正子//著 （栃） 
リンゴやミカンを抜き、今や日本人が一

番多く食べている果物。そのほとんどが

ある理由からフィリピン産。フィリピンで

バナナを作る人たちの働き方やバナナを

めぐる様々な実態に迫る。 

[おいしく実る！果樹の育て方] 
三輪正幸//著 （栃・大・藤） 
はじめてでも失敗しない！庭植えの果樹

を中心に 25種類ピックアップ。植え付け

や栽培のポイントの方法などをわかりや

すく解説している。 

[まるまる､フルーツ] 

青木玉ほか//著 （栃・岩） 
フルーツを題材にしたエッセイの饗宴も

とい競演。目次を見ただけで、いろいろ

な種類が並び、季節をも感じさせてくれ

る。どのフルーツの話が食欲をそそるだ

ろうか。 

[フルーツにかかわる仕事] 
（栃・大） 
フルーツショップ店員、果物生産者、

ワイン醸造家など、果物にかかわる仕

事を現場で働く人たちのインタビュー

とともに紹介。 

[ベリー・フルーツ・季節の 

 実ものフラワーアレンジ講座] 

永塚慎一//著 （栃） 
フラワーアレンジで飾れるのは、花だけ

でなく、フルーツも。フルーツを使って、お

部屋にいつもとちょっと違う彩りを。 

[果実とパンの組み立て方] 

ナカダユイ//著 （栃・都） 
果実とパンを使ったサンドイッチ、パンの

食べ方、料理、デザートを幅広く紹介。フ

レッシュなフルーツを使ったサンドイッチ

や、タルティーヌの基本と応用なども解

説する。 

[からだを整えるフルーツ 

              in紅茶] 

薬日本堂//監修 （都） 
「フルーツを切って、紅茶を注ぐだけ」の

簡単ドリンクレシピ。組み合わせによっ

て、味・香り・薬膳効果が変わるので、そ

の日の体調や気分に合わせた紅茶を楽

しめる。 

今月のテーマは 

「フルーツ」 
ご存知でしたか？ 
8月 1日は「パインの日」で、 

8月 7日は「バナナの日」です。 

旬のフルーツをおいしく召し上がって

はいかがですか？ 
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栃木・大平・藤岡・都賀・西方・岩舟 新着図書のご案内 （一部をご紹介します。受入期間：６／６～７／５まで） 

※著者名の隣に資料の所蔵先を表示しています。栃（栃木図書館）／大（大平図書館）／藤（藤岡図書館）／都（都賀図書館）／西（図書館西方館）／岩（図書館岩舟館） 

 ●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あなたにオススメの/本谷有希子(大) 
悪魔には悪魔を/大沢在昌(栃・大・藤・都・岩) 
田舎のポルシェ/篠田節子(栃・大・藤・都・岩) 
海辺の金魚/小川紗良(大) 
ＭＲ/久坂部羊(栃・大・岩) 
エレジーは流れない/三浦しをん(栃・大・藤・都・西・岩)  
遅番にやらせとけ/キタハラ(大) 
男ふたり夜ふかしごはん/椹野道流(都・西) 

神よ憐れみたまえ/小池真理子(大) 
曲亭の家/西條奈加(栃・大・藤・都・西・岩) 
緊急事態下の物語/尾崎世界観(大) 
グッバイ・イエロー・ブリック・ロード/小路幸也(栃・大・都) 
クメールの瞳/斉藤詠一(西) 
ぐるり/高橋久美子(藤) 
書店員と二つの罪/碧野圭(栃・大・都・岩) 
新謎解きはディナーのあとで/東川篤哉(栃・大・藤・都・西・岩) 

Ｓｔｏｒｙ ｆｏｒ ｙｏｕ(栃・大・都・岩) 
スモールワールズ/一穂ミチ(大・藤)  
宗棍/今野敏(大) 
その扉をたたく音/瀬尾まいこ(栃・大・藤・都・西・岩) 
沈黙の終わり 上・下/堂場瞬一(栃・大・西) 
罪の因果性/横関大(大) 
天使と悪魔のシネマ/小野寺史宜(栃・都・岩) 
ドキュメント/湊かなえ(栃・大・藤・都・西・岩) 
飛び立つ君の背を見上げる/武田綾乃(栃・岩) 
なごり雪/新堂冬樹(栃・大・藤・都・岩)  
走れ、若き五右衛門/小嵐九八郎(大・岩) 
ブラザーズ・ブラジャー/佐原ひかり(大) 
ブレイクニュース/薬丸岳(大) 
星影さやかに/古内一絵(大) 
息子のボーイフレンド/秋吉理香子(大・都) 
めぐりんと私。/大崎梢(栃・大・西・岩) 
監獄の回想/アレキサンダー・バークマン(栃) 
ザリガニの鳴くところ/ディーリア・オーエンズ(栃・大・岩) 
私が望むことを私もわからないとき/チョンスンファン(都) 

(文庫・新書)朽ちないサクラ/柚月裕子(藤) 
(文庫・新書)孤独と上手につきあう９つの習慣/和田秀樹(大) 
(文庫・新書)ことわざ時代劇/瀬尾英男(栃・大) 
(文庫・新書)大衆食堂に行こう/東海林さだお(栃・大) 
(文庫・新書)チャリング・クロス街８４番地/ヘレーン・ハンフ(大) 
(文庫・新書)日本のふくもの図鑑/上大岡トメ(大) 
(文庫・新書)目白鮫/坂岡真(大・西) 
(文庫・新書)夜空に泳ぐチョコレートグラミー/町田そのこ(大・都) 
(文庫・新書)余命３０００文字/村崎羯諦(藤) 
(文庫・新書)われら滅亡地球学クラブ/向井湘吾(大) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
関東周辺週末の山登りベストコース１６０/石丸哲也(栃・都) 
教科書では絶対教えない偉人たちの日本史/倉山満(藤) 
災害とたたかう大名たち/藤田達生(栃・大) 
３６６日の美しい都市/小林克己 (岩) 
シニアバス旅のすすめ/加藤佳一(大) 

 

 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

ＬＧＢＴと労務/手島美衣(大) 

会社で働く/松井大助（栃・大・都） 
企業がつくる保育園/柴崎方恵（大） 
転職２．０/村上臣（藤） 
トヨタの会議は３０分/山本大平(藤) 

●健康・医学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

あの人も転んだこの人も転んだ/武藤芳照(大) 
カラダにやさしいコンビニごはん１００/平澤芳恵(栃・都) 
漢方嫁日記 はじめての薬膳編/ふかやかよこ(西) 
３週間でお腹が整うまいにち腸日記/江田証(都) 
「無駄なケアをやめる」から始める美肌スキンケアの 

新常識大全/西嶌順子(藤) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
パンイチＲＥＣＩＰＥ/もちこ(藤・都) 
育児やることリスト大全/ｎｉｎａｒｕ ｂａｂｙ(栃・大・都) 
せんせい、うちのコがタイヘンです。/ゆままま(西) 
柄合わせで遊ぶ便利なハギレこもの(岩) 
すみっコぐらしのかんたん魔法のタワシ/齊藤郁子(西) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
うまく描くの禁止/さいとうなおき(藤) 
拡張するガラス/横浜美術館(栃・大) 
食べられる庭図鑑/良原リエ(栃・大・都・岩) 
はじめましてのウクレレ・ブック(都) 
版画になった仏たち/西田光衛(大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
はたらくくるま/小賀野実（栃・西・岩） 
永遠の友情/大野益弘(栃) 
おさるのジョージあいうえおＢＯＯＫ(栃・藤・西・岩) 
君はどんな大人になりたい？/佐藤慧(栃) 
言葉屋９/久米絵美里（栃・岩） 
これが鳥獣戯画でござる/結城昌子(栃・大・都) 
ざんねんな兵器図鑑・極/世界兵器史研究会(栃・大・岩) 
すみっコぐらしのことわざ１０８/有沢ゆう希(栃・藤) 
つくしちゃんとおねえちゃん/いとうみく(栃・大・都・西・岩) 
ディズニープリンセスとたのしむときめき花ずかん(藤) 
そのときがくるくる/すずきみえ(栃・大・都・西・岩) 
屠畜のお仕事/栃木裕(栃・大・都) 
日本庭園を楽しむ絵本/大野八生(栃・都・岩) 
ビター・ステップ/高田由紀子(栃・藤・都) 
ひみつのおばけ一家１/石崎洋司(栃・大・都) 
ようこそみんなの世界へ/モイラ・バターフィールド(栃・藤) 
（絵本）ありがとう/谷川俊太郎(栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）まるのみへび/花田鳩子(栃・大・都) 

（絵本）ちんあなごのちんちんでんしゃ/大塚健太(大) 
（絵本）はらぺこ横綱/宝井琴調(栃・大・都) 
（絵本）ものおもう/新井洋行(栃・大・都・西・岩) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
相手の身になる練習/鎌田實(栃・岩) 
１週間で身につく、１４歳からの投資/髙橋美春(栃・大) 
掟上今日子の鑑札票/西尾維新(栃・都) 
映（ば）える幕末史/スエヒロ(栃・藤) 
プシュケの涙/柴村仁(栃・都) 
勉強する気はなぜ起こらないのか/外山美樹(栃・大) 
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今月の移動図書館 《お近くのステーションをご利用いただけます》 

市内６館のご案内 

 

栃木市栃木図書館 
〒328-0035 栃木市旭町 12-2 TEL.0282-22-3542 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週金曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市大平図書館 
〒329-4403 栃木市大平町蔵井 2026-6 TEL.0282-43-5234 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市藤岡図書館 
〒323-1104 栃木市藤岡町藤岡 816-4 TEL.0282-62-4889 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市都賀図書館 
〒328-0103 栃木市都賀町原宿 535 TEL.0282-28-0806 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

栃木市図書館西方館 
〒322-0606 栃木市西方町本城 1 TEL.0282-92-2512 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

発行者 栃木市図書館指定管理者│山本有三記念会＝ヴィアックス共同事業体 

市内の公立図書館は、ネットワークでつながっているので、どこの図書館でも１枚の貸出

カードで資料を借りることができ、資料の検索や予約、返却などを行うこともできます。 

栃木市図書館岩舟館 

〒329-4307 栃木市岩舟町静 2292-1 TEL.0282-54-1900 

開館時間／9:00-19:30 

休館日／毎週月曜日（ただし祝日に当たる場合は開館） 

年末年始・特別整理期間 

 

栃木市マスコットキャラクターとち介 

とちぎ市民活動推進センター「くらら」が、

キョクトウとちぎ蔵の街楽習館内へ移転

し、ブックポストも移転しました。 

移転先：栃木市入舟町６－８  

    キョクトウとちぎ蔵の街楽習館１Ｆ 

ブックポスト移転と新設のおしらせ 

 

栃木駅前の「蔵なび」の入口 

向かって左手の奥に新しい 

ブックポストがあります。→ 

また、栃木駅前の「蔵なび」に、 

新たにブックポストを設置しました。 

どうぞご活用ください。 

新設先：栃木市河合町１－２  

     栃木市観光交流館「蔵なび」 

※ブックポストに返せるのは、 

 栃木市図書館所蔵の本だけ 

 です。CD・DVDなどの視聴覚 

 資料は投函できません。 

8月2日 (月) 大宮公民館 国府公民館 大塚団地公民館 星風会（ケアルネッサンス） 平川公民館 大宮市営住宅

8月3日 (火) 樋ノ口生協団地
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

（栃木市市民交流センター）
市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

8月4日 (水) 平井町（鈴木英彰氏宅） 新井町公民館 西部生きがいセンター

8月5日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

8月9日 (月)

8月10日 (火)

8月11日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月12日 (木)

8月16日 (月) 星風会（代官荘）

8月17日 (火) 樋ノ口生協団地
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

（栃木市市民交流センター）
市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

8月18日 (水) 平井町（鈴木英彰氏宅） 新井町公民館 西部生きがいセンター

8月19日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

8月23日 (月) 大宮公民館 国府公民館 大塚団地公民館 星風会（ケアルネッサンス） 平川公民館 大宮市営住宅

8月24日 (火)

8月25日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月26日 (木)

8月30日 (月) 星風会（代官荘）

8月31日 (火) 樋ノ口生協団地
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

（栃木市市民交流センター）
市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

※火曜日・水曜日・木曜日の巡回時間が一部異なるので、下記をご参照ください。

◆水曜日｜【西方小】10時15分～10時40分　【真名子小】13時15分～13時35分　【川原田団地】14時20分～14時50分　【西方中】12時50分～13時20分

◇木曜日｜【梅沢町】9時40分～10時10分　【寺尾小】10時10分～10時30分　【星野町直売所】11時20分～11時50分

◇木曜日　【藤岡二中】13時00分～13時30分（一般の方はご利用いただけません）【部屋小】13時10分～13時30分（一般の方はご利用いただけません）

□火曜日｜【小野寺小】13時00分～13時45分（一般の方はご利用いただけません）

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年8月
◆土・日曜日、図書館休館日、祝日の運行はありません。

◆巡回時間は目安です。多少遅れることがありますのでご了承ください。

訪問日時 10時～10時30分 10時50分～11時20分 11時40分～12時10分 13時20分～13時50分 14時10分～14時40分 15時～15時30分

祝日のため運休


