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大平図書館｜とちぎ花センター出張講座 
「多肉植物の寄せ植え」①体験教室②即売会 

日時：６月６日（日）①１４時～１５時 ②１５時～１６時  

場所：①大平図書館 ２階会議室 ②大平図書館 玄関正面 

定員：１０名（小学生以下の方は保護者同伴要） 

費用：①１０００円 

内容：とちぎ花センターによる多肉植物の寄せ植えの講座と 

即売会を行います。 

申込：①カウンターまたは電話にて受付中 ②申込不要 

 

「Botanical garden（大平図書館植物園）」 
期間：５月１８日（火）～６月１３日（日） 

場所：大平図書館 ミニミニ市民ギャラリー 

内容：事前に募集をした庭や植物の写真や絵、鉢植えなどを 

展示しています。ぜひ、図書館植物園をお楽しみください。 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

６月上旬～ 

●「地図を読む」（一般向け） 

地図を読み解く楽しさを知り、旅行に行った 

気分を味わいながら地図に親しんでみませんか。 

●「やさい」（児童向け） 

●「あーしたてんきになーれ」（児童向け） 

西方館  ６月上旬～ 

●「ＳＤＧｓって何だろう！」（一般向け） 
●「雨となかよし」（児童向け） 

岩舟館  ６月上旬～ 

●「幻想的」（一般向け） 

●「雨となかよし」（児童向け） 

栃木図書館 開催中 

●「図書館に水族館をつくっちゃおう！」 

  （児童向け） 
おさかなの本、水のいきものの本、海の本で 

図書館を水族館にしちゃいます。 

●「読書コンシェルジュが選ぶ 
高校生におすすめの本」（YA向け） 

●「Father’s day」（一般向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年５月２０日発行 

藤岡図書館｜「写団藤岡 写真展」 
期間：６月６日（日）～６月２０日(日) 

場所：藤岡図書館 １階展示スペース 

協力：栃木市藤岡文化団体写真部 写団藤岡 

栃木図書館｜「鈴虫 そだててみよう！」 

日時：７月２５日（日）１３時３０分～１５時３０分 

場所：栃木図書館 

対象：どなたでも（小学生以下は保護者同伴） 

定員：１５組（３０名程度） 

費用：無料 

持物：鈴虫を入れる飼育用プラケース（２０cm くらい、Ａ４サイズ） 

   深さ４cmほどの細かい鹿沼土を入れて持参してください。 

内容：鈴虫を育ててみたい方に、鈴虫を配布し、育て方講座もします。 

申込：６月２０日（日）～７月１１日（日）カウンターまたは電話にて受付（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  

６月上旬～ 

●「THE・建物！」（一般向け） 
奥深き「建物」の世界へご招待！珍しい築建物や

住まいづくりに関する本を集めました。 

●「なかよし☺ふたりぐみ」（児童向け） 

都賀図書館  

６月上旬～ 

●「父を思う」 （一般向け） 

家族のためにいつも頑張っているお父さん！ 

読んでみませんか…お父さんの本！ 

●「雨の本とカエルの本」(児童向け)      

～図書館からのお願い～ 
・図書館へ来館する際は、必ずマスクの着用をお願いします。

また、入館時には設置してある消毒液をご利用ください。 

・感染症拡大防止のため、館内は定期的に換気します。 

・体調に不安のある方は、図書館への来館はご遠慮ください。 

・図書館で感染者が発生した場合に備え、来館の際は 

氏名・連絡先の記入にご協力ください。 



 

 

 

※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 おへやでおはなしひろば 

６月１２日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「そらまめくんのベッド」他 

６月２６日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「かもさんおとおり」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 

６月８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◆ 

☆おはなしボランティア“たんぽぽ”の 

おはなしかい 

６月１２日（土）１４時～１４時３０分 

▽パネルシアター「すみとわらとまめ」他 

☆スタッフのおはなし会 

６月１３日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居「はとぽのゆうびんやさん」 

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 

６月１２日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「あのね…」他 

６月２６日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ポテトサラダのすきな王さま」 

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” 

６月５日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

６月１１日（金）・２５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 

６月２７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 

６月５日（土）１４時～１４時３０分 

▽「あめ」に関する紙芝居 

「あめ、ぽつり」他 

６月１９日（土）１４時～１４時３０分 

▽「父の日」に関する紙芝居 

「とうちゃんありがとう」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆スタッフおはなし会 

６月１８日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「あめあめふれふれ」 

場所：児童書コーナー 

 

[トコトンやさしい異常気象の本] 
日本気象協会//著 （栃・大） 
異常気象のメカニズムや過去の事例、地

球温暖化による影響や防災について解説

します。 

[窓から見える世界の風] 

福島あずさ//著 （栃・大・都） 
インドの風「エレファンタ」地中海の風「ト

ラモンターナ」。人々は「風」に親愛や畏

敬の念を込め、古くから様々な名前を付

けてきた。 

[散歩が楽しくなる空の手帳] 

森田正光//著（栃・藤） 
空はなぜ青い？ひつじ雲が出ると翌日

は雨？誰かに話したくなる雑学を、こと

わざや俳句、美しいカラー写真と共に紹

介。読んだ後、きっとあなたは空を見上

げているはず！ 

[雷] 

小林文明//著 （栃・大） 
栃木で生活に身近な気象現象・雷。雷に

まつわる話や発生の仕組み、台風や竜

巻の際の落雷の状況、雷に遭遇した時

の身の守り方など雷のことをなんでも集

めた本。 

[水鏡推理４ アノマリー] 

松岡圭祐//著（栃・大・藤・都・西・岩） 
気象庁と民間気象会社の予報の食い違

いから、少女らの集団遭難が発生。天

候が急変した山中に少女とともに失踪

した官僚は、同僚に謎の書類を預けて

いた。 

[その症状は天気のせいかも 

しれません] 

福永篤志//著（大・都・岩） 
脳血栓は気温差が大きい日が危険、腰

痛・関節痛は低温・低気圧で悪化…。

何気なく見ている天気予報を体調管理

に役立てよう！ 

[特攻に殉ず] 

田村洋三//著 （栃・大） 
太平洋戦争末期、沖縄気象台は気象情

報を国民にではなく、沖縄航空特攻作

戦遂行のために提供する。天候を観察

し天気の予測をする気象台の戦時下で

の特殊な在り方を考えさせられる。 

[栃木のお天気ことわざ] 

青木慶一郎//著（栃・大・藤・都） 
「大平山に雲がかかると雨が降る」どこ

かで聞いたことのある栃木県内の天気

の諺を集め、実際の気象現象に基づい

て解説。巻末で諺が科学的かを１つ１つ

ゆる～く判定。 

今月のテーマは 

「天気」 
ご存知でしたか？ 
６月１日は「気象記念日」です。 

天気予報、異常気象、体調不良の原

因かもなど天気について考えてみま

せんか？ 
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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：４／６～５／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
悪の芽／貫井徳郎（栃・大・藤・岩） 
あなたも名探偵／市川憂人（栃・西・岩） 
居酒屋ぼったくり おかわり！２／秋川滝美（栃・藤） 

いわいごと／畠中恵（栃・大・藤・都・岩） 

ヴィンテージガール／川瀬七緒（栃・大・都・岩） 

ヴィクトリアン・ホテル／下村敦史（栃・大・都・西・岩） 
うしろむき夕食店／冬森灯（大・都・岩） 

泳ぐ者／青山文平（栃） 
おたがいさま／群ようこ（栃・藤・西・岩） 
終わりつづけるぼくらのための／岩倉文也（栃） 

紅蓮の雪／遠田潤子（栃・都・岩） 

刑事の枷／堂場瞬一（栃・大・藤・都・西） 

小説品川心中／坂井希久子（栃・大） 

小説西海屋騒動／谷津矢車（栃） 
ぜにざむらい／吉川永青（栃・大・都・西・岩） 
草原のサーカス／彩瀬まる（栃・大・藤・岩） 
田中家の三十二万石／岩井三四二（栃・大・岩） 
魂手形／宮部みゆき（栃・藤・都・西・岩） 
血も涙もある／山田詠美（栃・大・藤・都・岩） 

転職の魔王様／額賀澪（栃・大・藤・都・岩） 
猫沼／笙野頼子（栃） 
鼠、十手を預かる／赤川次郎（栃・大・藤・都・西・岩） 
灰の劇場／恩田陸（栃・大・藤・都・岩） 

１６８時間の奇跡／新堂冬樹（栃・大・藤・都・岩） 
フシギ／真梨幸子（栃・大・藤・岩） 
ほたるいしマジカルランド／寺地はるな（栃・大・藤・都・岩） 

幕間のモノローグ／長岡弘樹（藤・岩） 
道連れ彦輔居直り道中／逢坂剛（栃・大・都） 

麦本三歩の好きなもの 第２集／住野よる（栃・大・藤・都・岩） 

ラスプーチンの庭／中山七里（栃・大・藤・岩） 

和菓子迷宮をぐるぐると／太田忠司（都・岩） 
わんダフル・デイズ／横関大（栃・大・都） 
アル・シャーと時の終わり／ロシャニー・チョクシー（栃） 

ぼく自身のノオト／ヒュー・プレイサー（栃） 

丸い地球のどこかの曲がり角で／ローレン・グロフ（大） 
（文庫・新書）アレの名前を言えますか？／ 
博学こだわり倶楽部（大・西・岩） 

（文庫・新書）今日は心のおそうじ日和 ２／成田名璃子（栃） 
（文庫・新書）最後の晩ごはん 〔１５〕／椹野道流（西） 

（文庫・新書）細雨／藤原緋沙子（栃） 
（文庫・新書）サン＆ムーン／鈴峯紅也（栃・西） 

（文庫・新書）サンドの女／原田ひ香（栃・西） 

（文庫・新書）卒業式であった泣ける話／朝来みゆか（都・西） 
（文庫・新書）出女の影／千野隆司（栃） 
（文庫・新書）十日間の不思議／エラリイ・クイーン（栃・都） 
（文庫・新書）なんで家族を続けるの？／内田也哉子（栃） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
アフリカ人学長、京都修行中／ウスビ・サコ（栃・大・都） 
家老の忠義／林千寿（栃） 

女性のためのサウナ・ハンドブック／サウナ女子（藤） 

東武鉄道てくてく日帰り散歩旅 
／はるやまひろぶみ（栃・大・都・西・岩） 

ヤバすぎる日本刀伝説／小和田哲男（栃・大・藤） 

 

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

おじさんは、地味な資格で稼いでく。／佐藤敦規（都・西・岩） 

オンライン採用／伊達洋駆（栃・大） 
危機突破力／加来耕三（大） 
仕事のしぐさ図鑑／荒木シゲル（栃・大） 
スルガ銀行かぼちゃの馬車事件／大下英治（大・藤） 

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

欧米に寝たきり老人はいない／宮本顕二（都・岩） 
子どもの足はもっと伸びる！／小林正子（藤） 

ねじれ腸落下腸／水上健（栃） 
毎日の疲れを一瞬でとる魔法のポーズ／仲野孝明（藤・西） 
やさしく解説産婦人科のおはなし／小松一（大） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
豚こま１００レシピ／市瀬悦子（大・都） 
毎日作り続けられるぐっち夫婦のお弁当大作戦 
／ぐっち夫婦（藤・都・岩） 
冷蔵庫にあるもんで／ａｎｄ ｒｅｃｉｐｅ（大・都・西・岩） 
孫育ての新常識／小屋野恵（岩） 
オーガンジー刺繍／ｎａｔｓｕｋｉ ｈｉｒｏｓｅ（栃） 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
映画のメリーゴーラウンド／川本三郎（大） 
キャンプと楽しむ釣り入門／つり人社書籍編集部（大・都） 

庭木の「困った！」解決ナビ／船越亮二（大・都・岩） 
眠れぬ夜はケーキを焼いて／午後（西） 
ユニット折り紙エッセンス／布施知子（栃） 
ライオンのプライド探偵になるクマ／前田まゆみ（栃・大・都・岩） 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
神さまの通り道／村上しいこ（大） 
怪奇漢方桃印 〔４〕／廣嶋玲子（大） 
ことばの天才／榊原洋一（栃・藤・都） 

５分でわかる友だち術／上條正義（栃・藤・都） 
小説弱虫ペダル ５／渡辺航（大・藤・都） 

逃走中 〔３〕／小川彗（大・藤） 
動物の仕事をするには？／さがわゆめこ（大・藤・都） 
なんでお母さんはけしょうをするの？／古沢良太（栃・大） 
ニッポン第１号ものがたり／楠木誠一郎（栃・都・岩） 
猫町ふしぎ事件簿 〔２〕／廣嶋玲子（栃・大・藤・都・西） 
ノラネコぐんだんと金色の魔法使い 
／工藤ノリコ（栃・大・藤・都・西・岩） 
４７都道府県本当は怖い昔話 上巻／野宮麻未（大・藤・都・岩）

（絵本）そこでしちゃダメ！／ジーン・ウィリス（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）なつのキリンピック／ねじめ正一（栃・大・都・西・岩） 
（絵本）にくにくしろくま／柴田ケイコ（栃・大・藤・都・西・岩） 
（絵本）パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう 
／柴田ケイコ（栃・大・藤・西・岩） 
（絵本）ママ、もうねるじかんだよ／ヒリット・ブルーム（栃・大・西） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
強制終了、いつか再起動／吉野万理子（栃・大・岩） 

建築家になりたい君へ／隈研吾（栃・大・藤・都・西・岩） 
中高生のための本の読み方／大橋崇行（栃・大） 

値段がわかれば社会がわかる／徳田賢二（栃） 

平安男子の元気な！生活／川村裕子（栃・大） 

見知らぬ友／マルセロ・ビルマヘール（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 

YouTube「とち介の学びチャンネル」内【あったかおうち時間】で、 

図書館スタッフが本を紹介しています。 

本選びのご参考にどうぞ。 

家庭教育動画（あったかおうち時間） 

配信のご案内 

 

QR コードからも 

アクセスできます 

6月1日 (火)

6月2日 (水) 川原田団地 大町公民館

6月3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

6月7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

6月8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

6月9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

6月10日 (木) 藤岡第二中学校

6月14日 (月) 星風会（代官荘）

6月15日 (火) 小野寺小学校

6月16日 (水) 川原田団地 大町公民館

6月17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

6月21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

6月22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

6月23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

6月24日 (木) 部屋小学校

6月28日 (月) 星風会（代官荘）

6月29日 (火)

6月30日 (水) 川原田団地 大町公民館

※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）

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年6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

真名子小学校

□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）

真名子小学校

西方小学校 真名子小学校

西方小学校


