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今月の企画展 

大平図書館  

2月上旬～ 

●「出会いと別れにそなえて」 （一般向け） 
年度末・年度初めは出会いと別れの季節！その時にそなえましょ

う。 

●「絵本でも児童書でも」（児童向け） 
2月中旬～ 

●「スタッフおすすめ 後編」（一般向け） 

藤岡図書館  

2月上旬～ 

●「メンタルヘルスケアー」（一般向け） 
ストレスの原因は様々。気持ちを安定させる手助けとなるような資

料をご紹介します。 

開催中 

●「かぞく」（児童向け） 

都賀図書館            

2月上旬～ 

●「手紙」 （一般向け） 
気持ちが伝わる描き方や手紙にまつわる物語を展示。大切な人に

手紙を送ってみませんか？ 

開催中 

●「きみに、エールを」（視聴覚） 

西方館   

2月上旬～ 

●「あたたか鍋料理」（一般向け） 

●「いぬ、ねこ絵本」（児童向け） 

岩舟館 

2月上旬～ 

●「冬っていいな♪」（一般向け） 

●「ゆき」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「鬼と刀」（一般） 
今、ブームの「鬼」と「刀」に関する本を展示します。 

●「おくりもの」（YA向け） 

●「卒業」（視聴覚） 

栃木市図書館通信 

２０２１年１月２０日発行 

※2月に予定していた 6館の

イベントは、新型コロナ感

染症拡大の状況等によ

り、すべて中止となりまし

た。 

 

※ご不便をおかけしますが、

皆様のご理解とご協力に

感謝申し上げます。 

 

～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。 

 



 

 

 
 

※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 

「ファッション」 

２月９日は「服の日」。 

おしゃれを楽しんで気分を

上げていきましょう♪ 

[３８歳からの 

ビジネスコーデ図鑑] 
森井良行//著 （大・藤・都） 

評価される男の見た目は、簡単につくれま

す！３８歳以上の男性に向けた、服であな

たの印象を高める方法をイラスト付きで紹

介。服を変えるだけで、人生が変わります。 

［モダリーナの 

ファッションパーツ図鑑（新版）]  
溝口康彦//著  (栃） 

「欲しい服が頭に浮かんでも名前がわから

ない！」そんな時、この本がお役立ち。服

のデザインのパーツごとのイラストと名前

と解説があって、形から名前を探せる。 

[黒の服飾史] 
徳井淑子//著 （栃） 

黒を身にまとえば、身なりが無難にまとま

る。けれど使い方によって、禁欲的に見え

たり、暗いイメージを与えたり、その印象は

変わる。そんな黒の服の歴史を、ヨーロッ

パを中心に解き明かす。 

[５０歳からの１０歳若く生きる 

服装術] 
田島重則//著 （大・藤） 

イラストを見ながらマネできる着こなし方、

髪型、小物の組み合わせ方などを紹介。

「自然体でセンスがいい」おじいちゃんや 

パパになるファッション入門書。 

[９９０円のジーンズが 

つくられるのはなぜ？] 
長田華子//著 （栃・大・岩） 

衣料品輸出世界第二位のバングラデシュ。

だが労働環境は劣悪のまま。ファストファッ

ションの工場で起きている現実を考える。 

[’８０ｓガールズ 

ファッションブック] 
竹村真奈//著 （栃） 

ニューウェーブ、ＤＣブランド、オリーブ少

女・・・。ガールズファッションの歴史が大き

く進化した時代を振り返るビジュアルアー

カイブブック。 

[クローゼット]   
千早茜//著 （栃・大・藤・都・西） 

男性恐怖症を抱える洋服補修士の纏子

と、男だが女性服が好きというだけで傷つ

いた過去を持つ芳。デパートでの展示会

をきっかけに出会った二人は…。洋服と

心の傷みに寄り添う物語。 

[背が低めの人の 

ファッションルール] 
ファッションテク研//著 （大） 

身長 150ｃｍ以下の女性のファッション 

コーデ術を紹介します。 

◆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 

２月１３日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ふゆめがっしょうだん」 

２月２７日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「１０８ぴきめのひつじ」 

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 

２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 

２月１８日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「氷/ペンギンをつくろう！」 

☆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 

２月１９日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「むかし話・おに・祭り・わらべうた」 

◆図書館岩舟館◆ 
☆おはなしボランティア 

「あのね・・・の会」によるおはなし会 

場所／岩舟公民館 会議室１ 

２月１３日（土）１４時～１４時３０分 

▽腹話術・ペープサート 

☆スタッフによるおはなし会 

場所／岩舟公民館 会議室５ 

２月２７日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「くまちゃんのぽかぽかぼうし」 

▽紙芝居「いちばんはだれのしっぽ」 

◆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 

２月６日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「おににさらわれたあねこ」他 

▽いっしょに「はちまき」の 

バルーンをつくろう！ 

２月２０日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「ばけこちゃんのひなまつり」他 

▽いっしょにおりがみで 

「おひなさま」をおろう！ 

 

◆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＞ 

２月６日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

２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＞ 

２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 

２月７日（日）１１時～１１時２０分 

▽紙芝居「ないたあかおに」 

☆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 

２月１３日（土）１４時～１４時２０分 

▽絵本の読み聞かせ 

▽ペープサート「金のおの」 

▽パネルシアター「てぶくろ」 

  

2月に予定していた 6館のおはなし会は、 

新型コロナ感染症拡大の状況等により、すべて中止となりました。 

ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 
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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：１２／６～１／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
ウターＱ/澤村伊智 (栃) 

アニーはどこにいった/Ｃ・Ｊ・チューダー (栃) 

Ａｎｏｔｈｅｒ ２００１/綾辻行人 (栃・大・藤) 

天離り果つる国 上・下/宮本昌孝 (大・岩) 

犬がいた季節/伊吹有喜 (栃・大・藤・岩) 

命の砦/五十嵐貴久 (栃・大・都) 

エターナル/日野草 (都) 

扇物語/西尾維新 (栃・都・岩) 

織田有楽斎/岳真也 (大) 

家族のあしあと 続/椎名誠 (栃・大・藤・都・西) 

銀齢探偵社/中山七里 (栃・大・藤・都・西・岩) 

くちばみ/花村萬月 (栃・大・岩) 

「グレート・ギャツビー」を追え/ジョン・グリシャム (栃) 

孔丘/宮城谷昌光 (栃・大・藤・都・岩) 

この気持ちもいつか忘れる/住野よる (栃・大・藤・都・岩) 

自転しながら公転する/山本文緒 (栃・大・藤・都・岩) 

スター/朝井リョウ (栃・大・藤・都・岩) 

絶局/坂岡真 (栃・大・西・岩) 

善医の罪/久坂部羊 (栃・大・藤・都・岩) 

象牛/石井遊佳 (栃・大・藤) 

だまされ屋さん/星野智幸 (大・都・岩) 

追憶の東京/アンナ・シャーマン (栃) 

壺の中にはなにもない/戌井昭人 (大・岩) 

デルタの羊/塩田武士 (栃・大・藤・都・岩) 

動物警察２４時/新堂冬樹 (栃・大・藤) 

眠れる美女たち 上・下/スティーヴン・キング (栃・大・藤・岩) 

ヒゲとナプキン/杉山文野 (藤・都) 

ファーブル君の妖精図鑑/井上雅彦 (栃・都・岩) 

吹上奇譚 第３話/吉本ばなな (栃・大・藤・西・岩) 

滅びの前のシャングリラ/凪良ゆう (栃・大・藤) 

もしかしてひょっとして/大崎梢 (栃・大・都・西・岩) 

谷根千ミステリ散歩/東川篤哉 (栃・大・藤・都・西・岩) 

夜明けのすべて/瀬尾まいこ (栃・大・藤・都・西・岩) 

戀童夢幻/木下昌輝 (栃・大・岩) 

（文庫・新書）江戸旨いもの尽くし/菊池仁 (栃・藤・都) 

（文庫・新書）おうち時間のつくり方/柳沢小実 (藤) 

（文庫・新書）御蔵入改事件帳 ２/早見俊 (岩) 

（文庫・新書）新釈猫の妙術/佚斎樗山 (栃) 

（文庫・新書）読書と人生/寺田寅彦 (栃) 

（文庫・新書）捕り物に姉が口を出してきます/神楽坂淳 (都・西) 

（文庫・新書）ハグとナガラ/原田マハ (栃・大・藤・都・西) 

（文庫・新書）幕末武家の回想録/柴田宵曲 (栃) 

（文庫・新書）娘のトリセツ/黒川伊保子 (栃・大・藤・西・岩) 

（文庫・新書）私はスカーレット ３/林真理子 (大・藤) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
「悪」が変えた世界史 上・下/ヴィクトル・バタジオン (栃) 

くそじじいとくそばばあの日本史/大塚ひかり (藤・西) 

ざんねんな三国志/真山知幸 (藤・都・岩) 

好きな場所へ自由に行きたい/岡本敬子 (西・岩) 

またいつか歩きたい町/森まゆみ (栃・大) 

 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本/奥野文夫 (岩) 

失敗しない定年延長/石黒太郎 (藤) 

すごい！オンライン会話術/白崎あゆみ (西) 

戦国経済の作法/小和田哲男 (栃・大) 

めんどくさい人の取扱説明書/内藤誼人 (栃) 

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

おうち養生きほんの１００/田中友也 (栃・藤) 

きれいにやせる食材＆食べ方図鑑/岸村康代 (藤・都) 

ストレスの９割はコントロールできる/鎌田敏 (栃・藤) 

スーパーで買ってはいけない食品ガイド/渡辺雄二 (大・西) 

発達障害チェックノート/福西勇夫 (栃・大) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
裏を見て「おいしい」を買う習慣/岩城紀子 (大・西) 

３６５日アカチャン満喫生活/倉田けい (都・西・岩) 

世界一美しい透明スイーツレシピ/tomei (岩) 

ちいさなお直し/いわせあさこ (大・都・西) 

貯金ゼロから「貯め体質」/さぶ (藤・都) 

野菜はスープとみそ汁でとればいい/倉橋利江 (藤・都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
カミキィの〈か和いい〉季節のおりがみ/カミキィ (都・西・岩) 

シルバー川柳 １０/全国有料老人ホーム協会 (西) 

小さな庭づくり (大・藤) 

ぼくをつくった５０のゲームたち/川島明 (藤・岩) 

ようこそ北斎の世界へ/日野原健司 (栃) 

よくわかる最新音楽の仕組みと科学/岩宮眞一郎 (栃・大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
明日話したくなるお金の歴史/阿部泉 (栃・大・都) 

うんち工場で大冒険！/マルヤ・バーセラー (栃) 

おじいちゃんとの最後の旅/ウルフ・スタルク (栃・大・都・西) 

神様のパッチワーク/山本悦子 (栃・大・岩) 

きかんしゃトーマスＧＯ！ＧＯ！大図鑑/ (大・藤・都・西・岩) 

ココロ屋つむぎのなやみ/梨屋アリエ (栃・大・藤・都・西・岩) 

ゾウは足音を立てずに歩く/小泉祐里 (栃・大・都) 
鉄道のひみつ/谷藤克也 (栃・大・都・岩) 

ピラミッドのサバイバル ２/洪在徹 (栃・藤・西・岩) 

めいたんていサムくん/那須正幹 (栃・藤・都) 

もちもちぱんだもちぱんをさがせ！/Yuka (藤・西) 

妖怪捕物帖乙 古都怨霊篇４/大﨑悌造 (栃・大・藤) 

（絵本）雨の日の地下トンネル/鎌田歩 (栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）くれよんぐりぐり/新井洋行 (栃・藤・西・岩) 

（絵本）テナベさんのふしぎなかえりみち/mayfan (大・都・岩) 

（絵本）ねこのニャンルー/どいかや (栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）ふたりはいつもはらぺこ/うえのよし (栃・大・藤・都) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
海のどうぶつマンガ図鑑/まつおるか (藤) 

１４歳からの生物学/サリー・ヒル (栃・大) 

東大式節約勉強法/布施川天馬 (栃・岩) 

百面相ねこ/にゃんこ編集部 (栃) 

ベランダの秘密基地/木村色吹 (栃・都) 

魔法科高校の劣等生 ３２/佐島勤 (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 

2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

2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

2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

2月4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

2月8日 (月) 星風会（代官荘）

2月9日 (火) 小野寺小学校

2月10日 (水) 川原田団地 大町公民館

2月11日 (木)

2月15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

2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

2月17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

2月18日 (木) 部屋小学校

2月22日 (月) 星風会（代官荘）

2月23日 (火)

2月24日 (水) 川原田団地 大町公民館

2月25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

※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2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

□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

真名子小学校

祝日のため運休


