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今月の企画展 

大平図書館  

3月上旬～ 

●「大切なもの」 （一般向け） 
家族やペット・記念日などいろいろな大切なものがありま

す。あなたの大切なものはなんですか。 

●「1、2、3であいうえお」（児童向け） 
●「ゆうびんでーす」（一般向け） 

藤岡図書館  

3月上旬～ 

●「応援します、新生活！」（一般向け） 
入学、就職、引っ越し…。様々な新生活のスタートに向け

て、役立つ本をご紹介！ 

●「のりものでゴーゴー」（児童向け） 

都賀図書館            

3月上旬～ 

●「図書館ｄｅイラスト美術館」 （一般向け） 
有名絵画から癒しイラストまで、ワイドな美術本展を開催。

運命の一枚に出会えるかも！ 

●「入園・入学」（児童向け） 

西方館   

3月上旬～ 

●「春のコミックエッセイフェア」（一般向け） 

●「おともだち」（児童向け） 

岩舟館 

3月上旬～ 

●「始まりのものがたり」（一般向け） 

●「春みっけ」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「感染症」（一般向け） 
いまだ世界中に蔓延する新型コロナウイルス。様々な感染

症についての本や、題材にした小説から考えていきたい。 

●「学べるマンガ」（YA向け） 

●「卒業」（視聴覚） 

栃木市図書館通信 

２０２１年２月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「蔵書点検にともなう 

特別休館日について」 
3 月 8 日(月)～3 月 12 日(金)の期間、

蔵書点検のため栃木図書館は休館と

なります。 

～図書館からのお願い～ 
 

・発熱など、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。 

 

・図書館へ来館する際は、必ずマスク

の着用をお願いします。 

 

・図書館への入館時には、設置してあ

る消毒液をご利用ください。また、正し

い方法での手洗いをお願いします。 

 

・感染症拡散防止のため、館内は定期

的に換気いたします。 

 

・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。 

利用者アンケートを行います。 

ご協力をお願いいたします。 
 

栃木 

  3月 4日(木)～3月 7日(日) 

大平・藤岡・都賀・西方・岩舟 

  3月 5日(金)～3月 7日(日) 

３月７日(日)１９時３０分 

～３月８日(月)の終日、 

システムメンテナンス作業の

ため、インターネットサービス

がご利用いただけません。 



 

 

 
 

 

  

※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 

「数」 

円周率に因み、「数学の

日」がある３月。奥深い数

の世界を旅してみては？ 

[算数だけで統計学！] 
石井俊全//著 （大・藤） 

選挙報道や農業・医療など様々な分野で

使われる統計学。この難しいと思われる統

計学を算数だけで確実に理解できるように

丁寧に解説する。 

［数学者の夏]  
藤本ひとみ//著  (栃・大・藤・西・岩） 

理数工学部に所属する、天才的な数学

の才能を持つ高校生・和典。部の方針に

なじめず、１人でリーマン予想の証明に

取り組むため、長野の山奥で夏休みを過

ごすことにしたが…。 

[図解やっとわかった！ 

大人のための中学数学] 
中野明//著 （都・岩） 

二次方程式、因数分解、平方根、関数…

あの苦手な数学の扉をもう一度――。 

「子供に数学を教える自信がない」文系の

大人も、スラスラ解けるようになる！ 

[数字の嘘を見抜く本] 
田口勇//著 （栃・大・藤） 

世の中に溢れる数字数字数字…。その

数字は本当なの？数字についている文

章を信じていいの？そんな疑問を身近な

具体例から解き明かして、数字に騙され

ないコツを教えてくれる。 

[天地明察] 
冲方丁//著 （栃・大・藤・都・岩） 

江戸幕府お抱えの碁打ちで数学や暦法も

修めた渋川春海。天体観測や計算を元

に、長い年月に消えぬ情熱で日本の実態

に合った暦をつくりあげる。天才数学者・関

孝和との和算を通じた交流も熱い。 

[目でみる数字] 
岡部敬史//著 （栃・都） 

横断歩道の縞の幅は何ｃｍ？１００ｍｌの

飲料や調味料、重さはどう違う？徒歩１分

は何ｍ？日常に溢れる「数字」を、写真と

雑学で楽しめる１冊。 

[数え方と単位の豆知識]   
造事務所//編 （大） 

大人の教養として知っておきたい物の「数

え方」と「単位」をたくさん紹介。ウンチク

や逸話も紹介している。 

[「％」が分からない大学生] 
芳沢光雄//著 （藤・都） 

「％」は全世界共通の言葉で、割合や変

化といった様々なものを測るときに用い

られる指標。日本の数学教育が抱える

根本的な問題を指摘し、これからの時代

に必要な「学び」を問う。 

◆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 

３月１３日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ティッチ」 

３月２７日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「はなさかじい」 

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 

３月１６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１５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 

３月１８日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「ピクニック・さくら」 

☆おはなしボランティア 

『おはなし☆きらら』おはなし会 

場所／児童書コーナー 

３月１９日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「体・動き・散歩・食べ物」 

◆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 

３月１３日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「はたらきもののめんどり」 

▽紙芝居「カレーライスがにげだした」 

３月２７日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「だれかさん、だあれ？」 

▽紙芝居「ぎざみみうさぎ」 

◆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 

３月６日（土）１４時～１４時３０分 

▽おはなし会 紙芝居 

「うぐいすのホー」他 

３月２０日（土）１４時～１４時３０分 

▽おはなし会 紙芝居 

「はるのにおいがするよ」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＞ 

３月６日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

３月１２日（金）・２６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＞ 

３月２８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 

３月１４日（日）１１時～１１時２０分 

▽紙芝居「ぼく、まだねむいんだ」 

☆おはなしボランティア「たんぽぽ」の 

おはなし会 

場所／２階 視聴覚室 

３月２７日（土）１０時～１０時４０分 

▽絵本の読み聞かせ 

▽エプロンシアター「おむすびころりん」 

▽パネルシアター「若返りの泉」 

▽パネルシアター「おねぼうさんだあれ」 
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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：１／６～２／５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） 

栃木図書館 
 

☆りんごの会 おはなしひろば     

１０月１１日（土）１０時３０分～１１時▽「三びきのくま」 

１０月２５日（土）１０時３０分～１１時▽「ぽんぽん山の月」 

対象：幼児～小学校低学年 場所：２階視聴覚室 

☆えほんデビュー                  

１０月１８日（土）１１時～１１時３０分 

（毎月第３土曜日開催） 

対象：赤ちゃん～未就園児 場所：１階おやこルーム 

☆としょかん民話のひろば          

１０月１８日（土）１１時～ 

場所：２階視聴覚室   

主催：民話美寿々会とちぎ支部 

 
●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あの本は読まれているか/ラーラ・プレスコット (栃) 

アンダークラス/相場英雄 (栃・大・藤・都・西) 

いつの空にも星が出ていた/佐藤多佳子 (栃・大・藤・岩) 

海と山のオムレツ/カルミネ・アバーテ (大・都・岩) 

江戸染まぬ/青山文平 (栃・大・藤・都・岩) 

お探し物は図書室まで/青山美智子 (栃・大・藤・都・岩) 

夫が倒れた！献身プレイが始まった/野田敦子 (大・藤) 

階段にパレット/東直子 (大・岩) 

影に対して/遠藤周作 (栃・大・都) 

京都四条月岡サヨの小鍋茶屋/柏井壽 (栃・大・都・岩) 

銀の夜/角田光代 (栃・大・藤・岩) 

偶然にして最悪の邂逅/西澤保彦 (大・西) 

空洞のなかみ/松重豊 (藤・西) 

骨董屋・眼球堂 ２/小林栗奈 (栃) 

殺人七不思議/ポール・アルテ (栃) 

攫い鬼/輪渡颯介 (大・西) 

世間とズレちゃうのはしょうがない/養老孟司 (藤・都・西・岩) 

その色の帽子を取れ/梧桐彰 (栃) 

大都会の愛し方/パクサンヨン (栃) 

チンギス紀 ９/北方謙三 (栃・大・都・岩) 

どうしてわたしはあの子じゃないの/寺地はるな (栃・岩) 

とわの庭/小川糸 (栃・大・藤・都・西・岩) 

肉体のジェンダーを笑うな/山崎ナオコーラ (栃・大・藤・都) 

猫弁と星の王子/大山淳子 (栃・都・岩) 

白日/月村了衛 (栃・大・藤・西・岩) 

一橋桐子〈７６〉の犯罪日記/原田ひ香 (栃・大・都・岩) 

復讐の協奏曲（コンチェルト）/中山七里 (栃・大・藤・都・西・岩) 

ふたりでちょうど２００％/町屋良平 (栃・藤・都) 

冬の狩人/大沢在昌 (栃・大・岩) 

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 

/東野圭吾 (栃・大・藤・都・西・岩) 

みがわり/青山七恵 (栃・大・藤・都・岩) 

湖の女たち/吉田修一 (栃・大・藤・西・岩) 

誘拐ファミリー/新堂冬樹 (栃・大・藤・都・西・岩) 

私を月に連れてって/鈴木るりか (岩) 

（文庫・新書）医者は患者の何をみているか/國松淳和 (栃) 

（文庫・新書）決定版居眠り磐音 徒然ノ冬/佐伯泰英 (藤・西) 

（文庫・新書）鯖猫長屋ふしぎ草紙 ９/田牧大和 (栃・藤) 

（文庫・新書）知っておきたい名字と家紋/武光誠 (栃) 

（文庫・新書）図書室の怪/マイケル・ドズワース・クック (栃) 

（文庫・新書）忍者だけど、ＯＬやってます ３/橘もも (都) 

（文庫・新書）はなの味ごよみ ７/高田在子 (都・西) 

（文庫・新書）美人は３６．５℃の体温でできている 

/吉江一彦 (藤) 

（文庫・新書）息子のトリセツ/黒川伊保子 (栃・大・藤・西) 

（文庫・新書）四大空港＆ローカル空港の謎/風来堂 (栃) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
犬・ド・フランス/田中淳 (都・岩) 

古代エジプト解剖図鑑/近藤二郎 (大・藤) 

戦国武将の土木工事/豊田隆雄 (栃・大・都) 

まっぷる 埼玉’２１ (藤・都・西) 

４７都道府県・名門／名家百科/森岡浩 (栃・大) 

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

業務改善の問題地図/沢渡あまね (栃・大) 

即興スピーチ術/大嶋友秀 (大・都) 

フリーランスのことがまるごとわかる本 (藤) 

本物の「上司力」/前川孝雄 (栃) 

私たちはどう働くべきか/池上彰 (栃・岩) 

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

いつか来る死/糸井重里 (栃・都) 

キャラでわかる！はじめての免疫図鑑/岡田晴恵 (西) 

口・のどのがん/三谷浩樹 (栃・藤・都) 

図解でよくわかる坐骨神経痛/酒井慎太郎 (栃・藤・岩) 

その不調、栄養不足が原因です/佐藤智春 (藤・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
うちの子には負ける気しかしない/羅鳩 (西) 

おかしなあみもの/フィグインク (都) 

子どもをキッチンに入れよう！/藤野恵美 (西・岩) 

志麻さん式定番かぞくごはん/タサン志麻 (栃・都・西・岩) 

すごい！みそ汁/小田真規子 (藤) 

野菜たっぷり大量消費レシピ３０４/阪下千恵 (大・岩) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
色の楽しみ/暮らしの図鑑編集部 (都・西・岩) 

教えてコバチュウ先生！琳派超入門/小林忠 (栃) 

カズレーザーが解けなかったクイズ２００問 

/カズレーザー (西・岩) 

ざんねんな筋トレ図鑑/小島央 (藤) 

世界の鉄道大全集/「旅と鉄道」編集部 (栃・藤) 

野菜づくり大百科/板木利隆 (大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
エルビス、こっちにおいで/ロドリゴ・モルレシン (栃・都) 

おしりたんてい おしりたんていのこい！？/トロル (栃・藤・都・岩) 

キニ子の日記 下/間部香代 (栃・藤・都) 

こころのルール/伊藤美奈子 (藤・都・西) 

小学生なら知っておきたいもっと教養３６６/齋藤孝 (栃・大・藤) 

戦国忍者列伝/静霞薫 (栃・大・藤・都・岩) 

超高層ビルのサバイバル １/ポップコーン・ストーリー (栃・藤・西) 

２４時間のキョーフ ４/日本児童文学者協会 (栃・都) 

へんくつさんのお茶会/楠章子 (栃・大・藤・都・岩) 

ぼくの席がえ/花田鳩子 (栃・大・都) 

みかんアート/笹川勇 (大・藤・岩) 
ヤバかわ！ユルすご！！まるごとサメ事典 

/菅原嘉子 (大・藤・西・岩) 

（絵本）ガチャガチャぽん！/ナカオマサトシ (藤・都・西・岩) 

（絵本）こたつうし/かわまたねね (栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）じごくわらしがくるぞ！/塚本やすし (栃・大・藤・都・西) 

（絵本）まほうの木/アンドレイ・ウサチョフ (栃・大・都) 

（絵本）やっこさんのけんか/殿内真帆 (栃・藤・都・西) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
家族で楽しむ「まんが発見！」 ５・６/松田哲夫 (栃) 

キノの旅 ２３/時雨沢恵一 (栃・大) 

１３歳からの「ネットのルール」/小木曽健 (栃・大・都) 

他者を感じる社会学/好井裕明 (栃) 

保健室経由、かねやま本館。 ３/松素めぐり (栃・大・都) 

レイワ怪談 十六夜の章/ありがとう・ぁみ (栃・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 

3月1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

3月2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

3月3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

3月4日 (木)

3月8日 (月)

3月9日 (火)

3月10日 (水)

3月11日 (木)

3月15日 (月) 星風会（代官荘）

3月16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

3月17日 (水) 川原田団地 大町公民館

3月18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

3月22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

3月23日 (火)

3月24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

3月25日 (木)

3月29日 (月) 星風会（代官荘）

3月30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

3月31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）

□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）

巡回無し

巡回無し

巡回無し

真名子小学校

蔵書点検のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年3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


