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大平図書館｜「夏休み子ども映画会」 
日時：８月１日（日）１４時～１５時１０分 

場所：大平図書館 ２階視聴覚室 

対象：幼児～小学生（幼児は保護者同伴要） 

定員：２０名 

内容：『すみっこぐらし～とびだす絵本とひみつのコ～』の上映。 

申込：７月１７日（土）よりカウンターのみで受付 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

７月上旬～ 

●「Amazingな世界」（一般向け） 

Amazing(驚くべき、すばらしい)な世界の建物・ 

風景・動物・植物の写真等を中心に集めました。 

●「なつ」（児童向け） 

●「なぞときをしよう」（児童向け） 

西方館  ７月上旬～ 

●「夏の登山ハイキング」（一般向け） 
●「夏休みの宿題応援団」（児童向け） 

岩舟館  ７月上旬～ 

●「涼をあなたに・・・」（一般向け） 

●「かっこいい「虫」」（児童向け） 

栃木図書館 

７月上旬～ 

●「ゾクソクッ！なんかようかい？」 

 （児童向け） 
今年もこの本の季節がやってきました。 

ふしぎでぶきみな妖怪たちの本だらけ。 

開催中 

●「フシギ大冒険」（YA向け） 

●「もののけ」（一般向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年６月２０日発行 

藤岡図書館｜「新波の提灯絵付け教室」 
日時：７月４日（日）１０時３０分～１２時 

    （提灯展示：６月２３日（水）～７月４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：田中提灯店 田中梅雄氏 

対象：児童～一般（小学生未満は保護者同伴要） 

定員：１２名（保護者も含む）  費用：１人８５０円 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

栃木図書館｜「認知症サポーター養成講座」 

日時：７月６日（火）１４時～１５時３０分 

場所：栃木図書館 ２階会議室 

講師：地域包括ケア推進課 

対象：どなたでも  定員：１５名 

内容：認知症を正しく理解するための講座です。 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

※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  

７月上旬～ 

●「暑さに打ち勝て！クールアイディア特集」

（一般向け） 
夏の暑さに負けないために！涼しさを得る方法や

体調を崩さない工夫を本でご紹介。 

開催中 

●「なかよし☺ふたりぐみ」（児童向け） 

都賀図書館  

７月上旬～ 

●「夏」 （一般向け） 

今年も到来…暑い夏！！どうする？どう過ごす？ 

本の中にヒントがあるかも？ 

●「夏休み」(児童向け)      

都賀図書館｜「読書感想文書き方教室」 

日時：７月２５日（日）１４時～１６時  

場所：都賀図書館 ２階視聴覚室 

講師：毛塚辰幸先生（山本有三記念会理事） 

対象：小学生 

定員：１０名（付き添い１名まで可） 

持物：筆記用具、感想文を書きたい本２冊（事前に本を読んで来てください） 

申込：６月２７日（日）よりカウンターまたは電話にて受付 

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。 

岩舟館｜夏休み親子工作教室 
「絵合わせパズルをつくろう！」 

日時：７月３１日（土）１０時３０分～１２時  

場所：岩舟公民館 会議室５ 

対象：幼児～小学生までの児童と保護者  定員：５組１０名 

内容：画用紙に好きな絵を描いてパズルを作ります。 

申込：７月６日（火）よりカウンターまたは電話にて受付 



 

 

 

※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 

７月１０日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「くっついた」他 

７月２４日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ねずみのかいすいよく」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 

７月６日（火）１１時～１１時３０分 

対象：幼稚園・保育園入園前の親子 

(親子７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 

▽絵本の読み聞かせ・手遊び・かんたん工作他 

◆都賀図書館◆ 

☆スタッフのおはなし会 

７月３日（土）１１時～１１時２０分 

▽絵本「ライオンとねずみ」 

場所：２階視聴覚室 

◆図書館岩舟館◆ 

☆スタッフによるおはなし会 

７月１０日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「おかしなかくれんぼ」他 

７月２４日(土)１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ポンコちゃんとすいかわり」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” 

７月３日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

７月９日(金)・２３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 

７月２５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 

◆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 

７月３日（土）１４時～１４時３０分 

▽「たなばた」に関する紙芝居 

 「ばけこちゃんのたなばた」他 

７月１７日（土）１４時～１４時３０分 

▽「プール」に関する紙芝居 

 「ちいさいプールのチャプン」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 

７月１６日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「夏・海・数」 

場所：児童書コーナー 

 

[老犬たちの涙] 
児玉小枝//著 （栃） 
飼い主に持ち込まれたり、迷子で捕獲さ

れて行政施設に収容された老犬たち。施

設で飼い主の姿を探し求め、やがて衰え

ていく姿を写真に収め、老犬たちの思い

を伝える。 

[人生を変える「涙」の法則] 

寺井広樹//著 （西） 
「涙」は心をデトックスする最高のツー

ル。「涙」を生活のなかに活かしてうまく

ストレスを流しながら心地よく生きていく

コツを紹介する。 

[涙の理由] 
重松清・茂木健一郎//著（栃・藤） 
人は、どんな理由で涙するのか。感動で

泣けても、大切な人の喪失に涙がこぼれ

ないのはなぜか。さまざまな場面での涙

について、二人の著者が語り合う。 

[母を亡くした時、 

僕は遺骨を食べたいと思った] 

宮川サトシ//著 （藤・西） 
末期の胃がんを告知され、闘病の日々を

送る母。ついに、永遠の別れがきてしまう。

母を失った日常で僕が知ったこととは…。

涙と希望に溢れる家族エッセイ漫画。 

[悲しみは真の人生の始まり] 

柳田邦男//著（大・藤・都） 
生と死をみつめてきたノンフィクショ

ン作家の柳田邦男が、次男の死と自身

の悲痛な心と悲しみの中で気づいたこ

とを語る。 

[涙が出るほどいい話] 

「小さな親切」運動本部//編 
（栃・大・都） 
一つ一つは短い話だが、人間が持つや

さしさ・温かさ・生きることのすばらしさが

凝縮されている 123篇。 

[涙のチカラ] 

坪田一男//著 （栃・藤・岩） 
涙は「泣くときにながれるもの」と思

い浮かべる人が多い。実は、普段もし

っかり仕事をしているのだ！ドライア

イ、まばたきなど「涙」にまつわる

様々な情報をまとめた一冊。 

[ぼくは泣かない] 

岩崎夏海//著（栃・大・都） 
日本全国で本当にあった泣ける高校野

球ストーリー。中学では不登校だった高

校野球部キャプテン。福島で被災しトラ

ウマを抱えながら野球を続ける…16 の

実話を収録。 

今月のテーマは 

「涙」 
ご存知でしたか？ 
７月９日は「泣く日」です。 

喜怒哀楽など様々な感情で泣くことが

あります。涙を流してすっきりしようと

いう「涙活」もあります。今日はどの本

を読んで、涙を流しますか？ 
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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：５／６～６／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
青い孤島/森沢明夫（栃・大・都・岩） 

あしたの官僚/周木律（岩） 
１話３分で驚きの結末！大どんでん返しの物語 
/『このミステリーがすごい！』編集部（都・岩） 

エラー/山下紘加（大） 

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 
/桜木紫乃（栃・大・藤・都・岩） 

おれたちの歌をうたえ/呉勝浩（大・西・岩） 

音楽の町のレとミとラ/岩田道夫（岩） 

花下に舞う/あさのあつこ（栃・西・岩） 
片をつける/越智月子（大・藤・西・岩） 
傷痕のメッセージ/知念実希人（栃・大・藤・都・西・岩） 
キネマの神様ディレクターズ・カット/原田マハ（栃・岩） 
君の心を読ませて/浜口倫太郎（岩） 
偶然の家族/落合恵子（大・岩） 

月下のサクラ/柚月裕子（栃） 

広告の会社、作りました/中村航（栃・都・岩） 

正欲/朝井リョウ（大・藤・岩） 

千里をゆけ/武川佑（栃・大・岩） 

それでも、陽は昇る/真山仁（栃・藤） 

大義/今野敏（栃・大・都・西・岩） 

代理母、はじめました/垣谷美雨（栃・大・都・岩） 

小さな神たちの祭り/内館牧子（栃・大・藤・都・岩） 

チンギス紀 １０/北方謙三（栃・大・都・岩） 
テスカトリポカ/佐藤究（栃） 

どの口が愛を語るんだ/東山彰良（栃・大・藤・岩） 
覇王の神殿/伊東潤（栃・大・都・岩） 

白鳥とコウモリ/東野圭吾（栃・大・都） 

ハルカと月の王子さま/鈴木おさむ（都・岩） 
半逆光/谷村志穂（大・藤・岩） 

迷子の龍は夜明けを待ちわびる/岸本惟（栃） 
ムーンライト・イン/中島京子（栃・大・藤・都・岩） 

もしも徳川家康が総理大臣になったら/眞邊明人（都・岩） 
六人の嘘つきな大学生/浅倉秋成（藤・都・岩） 

アナと雪の女王 エピソード０/マリ・マンクーシ（藤） 
仮面の陰に/ルイザ・メイ・オルコット（栃） 
少女と少年と海の物語/クリス・ヴィック（大） 
（文庫・新書）あかね紫/篠綾子（栃・大） 

（文庫・新書）いつかどこかで/谷川俊太郎（栃） 

（文庫・新書）ウマし/伊藤比呂美（岩） 

（文庫・新書）教皇のスパイ/ダニエル・シルヴァ（栃） 
（文庫・新書）午後十一時のごちそう/行田尚希（西） 
（文庫・新書）最後のひと葉/オー・ヘンリー（大） 
（文庫・新書）さらさら鰹茶漬け/坂井希久子（栃） 

（文庫・新書）美容室であった泣ける話/鳩見すた（都） 

（文庫・新書）元カレの猫を、預かりまして。/石田祥（西・岩） 

（文庫・新書）私はスカーレット ４/林真理子（大・藤） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ウソみたいだけど本当にあった歴史雑学/青山誠（大） 
おいしい日本地理/ぷぇんすく（大・都・西） 
お殿様の定年後/安藤優一郎（都） 
栃木こだわりの美食ＧＵＩＤＥ/ゆたり編集室（栃・大・藤・都・西・岩） 

ドローン空撮で見えてくる日本の地理と地形 
/藤田哲史（栃・大） 

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

お金で騙す人お金に騙される人/ベン・カールソン（大） 
その話し方では軽すぎます！/矢野香（大・藤・都） 

電話応対これができればＯＫです！/直井みずほ（西・岩） 

働くあなたの経営学/佐々木圭吾（岩） 
ミスしない大百科/飯野謙次（都・岩） 

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

ガマンしていませんか？帯状疱疹の痛み/岡秀昭（大） 
最高の体調を引き出す超肺活/小林弘幸（岩） 
その息切れはＣＯＰＤです/石本修（栃） 

働く人の疲れをリセットする快眠アイデア大全 

/菅原洋平（藤・都） 
もう我慢しない！おしもの悩み/増田美加（栃） 
●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
悪魔の食べ合わせレシピ/鈴木隆一（藤・岩） 
梅干しを漬けてわかること/有元葉子（大・都） 

ポン酢とマヨは１：１がいい/倉橋利江（藤・都） 
洋風でかわいいつまみ細工/藤川しおり（岩） 

マンガで読むぐっすり眠る赤ちゃんの寝かせ方/愛波文（西） 
●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
東京メトロとファン大研究読本/久野知美（栃・藤・岩） 

猫あるある図鑑/にゃんこ編集部（西） 

袋栽培でかんたん野菜づくり/梁川正（栃・大・都・岩） 

モネへの招待/朝日新聞出版（栃） 

やさしいコピック入門/すーこ（藤） 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
お金が動かす世界/関和之（栃・大・藤・都） 

がっこうのおばけずかん/斉藤洋（栃・大・藤・都・西・岩） 

午前３時に電話して/小手鞠るい（大） 

サイコーの通知表/工藤純子（栃・大・都・岩） 

サイエンス探偵団/サイエンス倶楽部（栃） 

しごとのふしぎなぜ？どうして？/藤田晃之（栃・大・藤・都・西・岩） 

銭天堂１５/廣嶋玲子（藤） 

ちびまる子ちゃんの計算力をつける/さくらももこ（大・藤・都・西） 

つくしちゃんとおねえちゃん/いとうみく（大・西・岩） 

とつぜんつらいことがおきたら/オナー・ヘッド（栃・大・都） 

友だちづきあいってむずかしい/オナー・ヘッド（栃・大・都） 

葉っぱにのって/濱野京子（栃・大・都） 

ほねほねザウルス２４/カバヤ食品株式会社（栃） 

みんなで遊ぼ！心理ゲーム/マーク・矢崎治信（大・都・西） 

モンスターズ・ユニバーシティ/アイリーン・トリンブル（都） 

（絵本）いっぽいっぽのくつ/潮田玲子（大・西・岩） 

（絵本）おじいちゃんのたびじたく/ソヨン（西・岩） 

（絵本）おべんとばこさんこんにちは！/かとーゆーこ（藤・西） 

（絵本）フートンのおふとん/北村裕花（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）めがねがね/ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ（栃・大・藤・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
５分で読書/カドカワ読書タイム（栃・藤・岩） 

大学の学科図鑑/石渡嶺司（栃・都・岩） 

はじめてのニュース・リテラシー/白戸圭一（栃・大） 

柊先生の小さなキッチン/髙森美由紀（栃） 

ミステリ仕掛けの英単語/桃戸ハル（栃） 
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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 

 

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。→ 

7月1日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 寺尾小学校 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

7月5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

7月6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

7月7日 (水) 平井町（鈴木英彰氏宅） 新井町公民館 西方中学校 西部生きがいセンター

7月8日 (木) 藤岡第二中学校

7月12日 (月) 星風会（代官荘）

7月13日 (火) 小野寺小学校

7月14日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月15日 (木) 梅沢町（飯塚商店脇） 寺尾小学校 星野直売所 寺尾中学校 吹上公民館 皆川公民館

7月19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

7月20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

7月21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

7月22日 (木)

7月26日 (月) 星風会（代官荘）

7月27日 (火)

7月28日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月29日 (木)

※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）

西方小学校 真名子小学校

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年7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

また、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。 


