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今月の企画展 

大平図書館  

4月上旬～ 

●「いざ行かん！おもしろき平安へ」 
  （一般向け） 
古今和歌集は平安時代の４月に選集したといわ

れている。さあ、平安時代をのぞいてみよう！ 

●「たまごうさぎ」（児童向け） 
●「昭和ってどんな時代？」（児童向け） 

藤岡図書館  

4月上旬～ 

●「ネット活用術」（一般向け） 
インターネットを上手に活用すると、暮らしが便利

に！ 様々な活用術をご紹介します。 

開催中 

●「のりものでゴーゴー」（児童向け） 

都賀図書館            

4月上旬～ 

●「本屋大賞」（一般向け） 
  「面白かった・お客様にも薦めたい・自分の店で

売りたい」イチオシ本を、書店員の投票で選ぶ

本屋大賞。そのノミネート作品を集めました。 

●「こどものひ」（児童） 

西方館   

4月上旬～ 

●「春のガーデニング」（一般向け） 

●「春がきた」（児童向け） 

岩舟館 

4月上旬～ 

●「大人が楽しむ絵本の世界」（一般向け） 

●「ともだち」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「わんにゃん対決」（児童向け） 
  きみはイヌとネコどっちがすきかな？ 

4月上旬～ 

●「勉強法」（YA向け） 

3月下旬～ 

●「絶品グルメ」（視聴覚） 

栃木市図書館通信 

２０２１年３月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「とちぎ蔵の街読書会」 
日 時：①3月 24日（水） ②4月 21日（水）  

 いずれも 13時～14時 30分 

場 所：栃木図書館 2階 会議室 

内 容：読んで面白かったと思う本、みんなに教えたい本 

     を紹介しあう、本好きが集い・交流する催し。 

対 象：どなたでも  

   ※１人 1冊、お好きな本をお持ちください。 

定 員：各回約 8名 

申 込：カウンターまたは電話にて受付中 

 

「人権×絵本×朗読  

 みんなで考える朗読会」 
日 時：4月 11日（日） 14時～15時 

場 所：栃木図書館 2階 会議室 

内 容：人権に関する絵本の読み聞かせ・絵本の投影 

対 象：小学校高学年～  定 員：15名 

申 込：カウンターまたは電話にて受付中 

 

「こいのぼりフェスティバル」 
日 時：4月下旬～5月 5日（水・祝） 

内 容：こいのぼりのぬりえを３月下旬からカウンターで

配布します。おうちで色をぬって図書館にもってき

てください。4月下旬より図書館に飾ります。 

対 象：幼児～小学生 

大平図書館｜ 

「子ども読書週間特別 福袋」 
期 間：4月 17日（土）～5月 16日（日） 

     ※なくなり次第終了となります。 

内 容：一般・児童用に各 50袋ずつ用意しています。 

     袋には 3冊入っています。普段読まないかもしれ 

     ない本との出会いをお楽しみください！ 

藤岡図書館｜ 

「リサイクル市」 
期 間：4月 3日（土）～5月 9日（日） 

     ※なくなり次第終了となります。 

場 所：藤岡図書館１階入口付近及び２階フロア 

内 容：不要になった一般書・児童書・絵本をお譲り 

     いたします。 

感染症拡散防止のため、館内は 

定期的に換気いたします。 

 



 

 

  

 

  

※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 

今月のテーマは 

「手紙」 

4月 20日は郵政記念日。懐かしい人に、

身近な人に、手紙を送ってみませんか？ 

[切手であそぶ絵封筒] 
ニシダシンヤ//著 （栃・都） 

手書きの絵に加えて、切手も使って楽しい

封筒にアレンジ。鳥の切手を枝に止まらせ

たり、複数並べてテトリスのようにしたり。

家に眠っている切手でやってみよう！ 

［手紙のある暮らし]  
(栃・都） 

大切なあの人に、きっと手紙を書きたくな

る―。暮らしの中で家族とやりとりする手

紙や、遠方に住む知人との心に残る手紙

を、写真とともに紹介。 

[水曜日の手紙] 
森沢明夫//著 （栃・大・藤・都・西・岩） 

水曜日の出来事を記した手紙を送ると、

かわりに知らない誰かの手紙が届くという

プロジェクト「水曜日郵便局」。主婦の直美

は、あることをきっかけに手紙を送ることに

したが…。 

[文豪に学ぶ 

手紙のことばの選びかた] 
中川越//著 （栃・大・藤） 

よい手紙の条件とは、誠意、親愛、敬意、

品位、趣、ユーモアなどが感じられ 

ること。参考にしたい文豪たちの珠玉の

言葉を紹介する。 

[ Ｉ ｌｏｖｅ ｌｅｔｔｅｒ ] 
あさのあつこ//著 (栃・大・藤・都・西・岩） 

主人公は元引きこもりの岳彦。 

叔母が経営する文通会社には一筋縄では

いかないワケあり手紙ばかり届く。岳彦は

手紙でしか解決できない事件と向き合う。 

[手紙にそえる 

季節の言葉３６５日] 
山下景子//著 （栃・藤・都） 

４月１日から３月３１日までの季節の言葉

を１日１つずつ解説し、文例も掲載する。

お礼の言葉、お詫びの言葉なども収録。 

[江戸の恋文]   
綿抜豊昭//編 （栃） 

江戸時代にも数々の恋文の書き方本が

あった。始めての恋文から、相手による

書き方の変え方、仲が進展してからの内

容、返事のしかたまで。現代との違いを

考えながら読むのもまた一興。 

[すごい言い訳！] 
中川越//著 （大・藤） 

浮気を疑われている、原稿が書けない…。

窮地を脱するため、追い詰められた文豪

達がしたためた弁明の書簡集。時に苦しく

時に図々しい言い訳の奥義を学ぶ。 

◆栃木図書館◆ 
☆りんごの会 おへやでおはなしひろば 
場所／２階 会議室 

４月１０日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ぽんちんぱん」 

４月２４日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「わたしのワンピース」 

対象：幼児～小学校低学年 

☆出張！ えほんデビュー 

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 

４月１３日（火）１１時～１１時３０分 

絵本の読み聞かせ、手遊び、かんたん

工作を予定しています。 

対象：入園前の親子（親子５組まで） 

 

◆図書館西方館◆ 
☆スタッフおはなし会 

場所／児童書コーナー 

４月１６日（金）１４時～ 

▽「ルラルさんのにわ」 

工作「まんげきょうを作ろう」 

 
◆図書館岩舟館◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

場所／岩舟公民館 会議室５ 

４月１０日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「くろねこのしろいはな」 

▽紙芝居「こすずめのチュン」 

４月２４日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「コンスケくんのおたんじょうかい」 

▽紙芝居「しまうまなぜなぜしまがある」 

◆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 

場所／１階 おやこどくしょしつ 

４月３日（土）１４時～１４時３０分 

▽おはなし会 紙芝居 

「じてんしゃももたろう」他 

４月１７日（土）１４時～１４時３０分 

▽おはなし会 紙芝居 

「でんしゃのうんてんしさん」他 

◆大平図書館 
☆おはなししゃぼんだまの“絵本の読み聞かせ” 

場所／１階 児童クラブ室 

＜幼児～小学校低学年向け＞ 

４月３日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

４月９日（金）・２３日（金）１０時３０分～１１時 

☆スタッフのおはなし会 

場所／１階 児童クラブ室 

＜幼児～小学校低学年向け＞ 

４月２５日（日）１１時～１１時２０分 

◆都賀図書館◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

場所／２階 視聴覚室 

４月２５日（日）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「スカンククーのおなら」 
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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：２／６～３／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
朝焼けにファンファーレ/織守きょうや (大) 

あずかりやさん ４/大山淳子 (栃・大・藤) 

アンダードッグス/長浦京 (栃・大・藤・西) 

生きるコツ/姜尚中 (都・岩) 

いとまの雪 上・下/伊集院静 (栃・大・藤・都・岩) 

お龍のいない夜/風野真知雄 (栃・大・藤・岩) 

オルタネート/加藤シゲアキ (栃・大・藤・都・西) 

騙る/黒川博行 (栃・大・藤・都・岩) 

彼女のスマホがつながらない/志駕晃 (大・藤・都) 

観月/麻生幾 (栃・大・西) 

教室に並んだ背表紙/相沢沙呼 (栃・大・都・西・岩) 

黒魚都市/サム・Ｊ・ミラー (栃) 

今度生まれたら/内館牧子 (栃・大・藤・都・岩) 

今夜/小野寺史宜 (栃・大・都・岩) 

死にたいけどトッポッキは食べたい ２/ペクセヒ (藤) 

しのぶ恋/諸田玲子 (栃・大・藤・岩) 

処方箋のないクリニック/仙川環 (大・都・岩) 

聖女か悪女/真梨幸子 (栃・大・岩) 

Ｓｅｖｅｎ Ｓｔｏｒｉｅｓ/糸井重里 (大・藤・都) 

その果てを知らず/眉村卓 (栃・大・都) 

チンギス紀 ９/北方謙三 (栃・大・都・岩) 

天を測る/今野敏 (栃・大・藤・都・西・岩) 

２０２０年の恋人たち/島本理生 (栃・大・藤・岩) 

日曜日は青い蜥蜴/恩田陸 (栃・大・西・岩) 

二人がいた食卓/遠藤彩見 (都・岩) 

ふつうでない時をふつうに生きる/岸本葉子 (栃・西・岩) 

北条五代 上・下/火坂雅志 (栃・大・都・岩) 

ボブが遺してくれた最高のギフト/ジェームズ・ボーエン (岩) 

夢幻/上田秀人 (栃・大・藤・岩) 

雪に撃つ/佐々木譲 (栃・大・都・岩) 

雪のなまえ/村山由佳 (栃・大・藤・都・岩) 

ライト・スタッフ/山口恵以子 (栃・大・都・岩) 

わたしたちが光の速さで進めないなら/キムチョヨプ (都・岩) 

私は夕暮れ時に死ぬと決めている/下重暁子 (栃・都) 

（文庫・新書）遺跡発掘師は笑わない １２/桑原水菜 (栃) 

（文庫・新書）おにぎり処のごちそう三角/つるみ犬丸 (都・西・岩) 

（文庫・新書）賢く歳をかさねる人間の品格/坂東眞理子 (栃) 

（文庫・新書）家族を守る免疫入門/後藤重則 (栃) 

（文庫・新書）共謀捜査/堂場瞬一 (栃・西) 

（文庫・新書）その冬、君を許すために/いぬじゅん (藤) 

（文庫・新書）パワーストーン事典/早矢 (西) 

（文庫・新書）フォックス家の殺人/エラリイ・クイーン (栃・都) 

（文庫・新書）明治天皇はシャンパンがお好き/浅見雅男 (大・岩) 

（文庫・新書）村上春樹の動物誌/小山鉄郎 (栃) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
大阪ベストスポット 〔２０２１〕 (西) 

今日ヤバイ屋台に行ってきた/坪和寛久 (大・岩) 

人生！逆転図鑑/早見俊 (栃・藤) 

図解でスッと頭に入る江戸時代/大石学 (栃・藤) 

なるほど知図帳日本 ２０２１ (栃・大) 

 

 

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

お金の日本史/井沢元彦 (栃) 

知識経験ゼロからのフリーランス働き方相談所/岡久 (藤・都) 

はじめてのＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏ/頼藤太希 (西) 

副業力/染谷昌利 (岩) 

「また会いたい」と思われる話し方/犬塚壮志 (大) 

●健康・医学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
かゆみをなくすための正しい知識/順天堂かゆみ研究センター (西) 

感染症時代のマスクの教科書/飯田裕貴子 (大・藤) 

クスリの効かない新型頭痛の治し方/陣内敬文 (大・都・西) 

入浴の質が睡眠を決める/小林麻利子 (岩) 

ルポ「命の選別」/千葉紀和 (栃・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
柄で彩る畳縁の小もの (大・岩) 

材料４つで本当においしいお菓子/福田淳子 (西) 

志麻さんの台所ルール/タサン志麻 (西・岩) 

０～２歳あそびかた事典/竹内エリカ (藤・都) 

ひとりを楽しむ、がんばらない家事/岸本葉子 (大・都・岩) 

冷凍保存ｄｅ朝ごパン/ｍｏｔｏ (都・西) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
カメラのきほん練習帳/松本茜 (藤) 

黒猫ナノとキジシロ猫きなこ/ぱるぱーる (西) 

藤井聡太のいる時代/朝日新聞将棋取材班 (岩) 

毎日が楽しくなるイラスト花図鑑/エリ (大・都・岩) 

モルモット飼育バイブル/田向健一 (栃) 

ようこそ！トイピアノの世界へ/飯田有抄 (大・都) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
大どろぼうジャム・パン ４/内田麟太郎 (栃・岩) 

かいけつゾロリきょうふのエイリアン/原ゆたか (栃・大・藤・都・西・岩) 

グレッグのダメ日記 なんとかなるさ/ジェフ・キニー (栃・大・藤・都・岩) 

渋沢栄一/後藤ひろみ (栃・大・藤・都) 

ジュニア空想科学読本 ２１/柳田理科雄 (栃・藤・都・岩) 

世界史探偵コナン ４・５・６/青山剛昌 (栃・藤) 

でかいケツで解決デカ ２/小室尚子 (大・藤・西) 

できるかな？人体おもしろチャレンジ/坂井建雄 (栃・大・藤・都・岩) 

にじいろフェアリーしずくちゃん ３/ぎぼりつこ (藤・都) 

ネコ魔女見習いミルク ４/ポーラ・ハリソン (都・岩) 

胸キュン恋するいきもの図鑑/今泉忠明 (大・藤・都・西・岩) 

リトル☆バレリーナ ２/工藤純子 (大・藤・都・西) 

（絵本）おばけずかんのおばけさがし！/斉藤洋 (栃・大・藤・西・岩) 

（絵本）かけだしたイス/サトシン (栃・大・藤・都・西) 

（絵本）くらやみきんしの国/エミリー・ハワース＝ブース (栃・大・西) 

（絵本）さわってさわって/えがしらみちこ (栃・藤・都・岩) 

（絵本）ルラルさんのつりざお/いとうひろし (栃・大・都・西・岩) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
裏世界ピクニック ５/宮澤伊織 (栃) 

キャラ絵で学ぶ！キリスト教図鑑/山折哲雄 (栃・西) 

自宅学習の強化書/葉一 (大・藤・都) 

晴れた日は図書館へいこう ３/緑川聖司 (栃・大) 

モヤモヤしている女の子のための読書案内/堀越英美 (栃・大・岩) 

４コマで日本史/小越建典 (栃・大・都) 
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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 

4月1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

4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

4月6日 (火)

4月7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

4月8日 (木)

4月12日 (月) 星風会（代官荘）

4月13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

4月14日 (水) 川原田団地 大町公民館

4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

4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

4月20日 (火) 小野寺小学校

4月21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

4月22日 (木) 部屋小学校

4月26日 (月) 星風会（代官荘）

4月27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

4月28日 (水) 川原田団地 大町公民館

4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）

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年4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

巡回無し

巡回無し

□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

真名子小学校

祝日のため運休


