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今月の企画展 

大平図書館  

1月上旬～ 

●「今年こそ続けたい！ 

手帳・日記・ノート」 （一般向け） 
手帳や日記帳を更新する時節です。今年

こそ続けられるように手帳術・ノート術に

関する資料を集めました。 

●「絵本でも児童書でも」（児童向け） 
●「Winter’s Fantasia！」（児童向け） 

藤岡図書館  

1月上旬～ 

●「おうちトリップ！」（一般向け） 
思うように外出ができない日々。本を通し

て、旅気分を味わってみませんか。 

開催中 

●「えがお」（児童向け） 

都賀図書館            

1月上旬～ 

●「若い人に贈る読書のすすめ」  

（一般向け） 

成人・卒業など人生の新たな一歩を踏み

出す方に向けた推薦書を紹介します。 

●「MOE絵本屋さん大賞」（児童向け） 

大平図書館｜ 
「移動科学教室」 
日時：1月 16日(土) 10時 30分～12時   場所：大平図書館 2階視聴覚室 

講師：栃木県子ども総合科学館        定員：小学生 20名（保護者同伴可） 

内容：第一部・サイエンスショー「科学で遊ぼう」 第二部・工作教室「吹きゴマ」 

申込：電話もしくはカウンターで受付中 

西方館   

開催中 

●「ランキング」（一般向け） 

1月上旬～ 

●「きょうりゅう」（児童向け） 

岩舟館 

1月上旬～ 

●「日本の文化に親しむ」（一般向け） 

●「今年はうし年」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「福本」（一般） 
年明けに向けて、福を招く本を展示しま

す。 

●「HOTな本」（YA向け） 

●「遠くひろがる宇宙の夢」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年１２月２０日発行 

栃木図書館｜ 

郷土の偉人「山本有三」文学講座 
日時：①1月 30日（土）②1月 31日（日） １4時～15時 30分   

内容：①路傍の石を深読みする ②有三を取巻く人間模様  講師：大塚幸一氏 

対象：一般  定員：各日約 25名 場所：栃木図書館 2階会議室    

申込：栃木図書館もしくは山本有三ふるさと記念館にて 12月 22日(火)から受付

開始 

藤岡図書館｜ 

ダンボールクラフト教室「バイクを作ろう！」 
日時：1月 11日（月・祝）10時 30分～12時 30分  

場所：藤岡図書館 2階視聴覚室    

講師：本田技研工業株式会社 社会活動推進センター  定員：8名 

対象：小学校 3年生～6年生  申込：カウンターまたは電話にて受付中 

都賀図書館｜ 

「図書館おみくじ 2021」 
日時：1月 5日(火)～1月 19日(火)  対象：小学生以下 

内容：本を借りると引けるおみくじで今年の運勢を占ってみよう。 

「移動科学教室『空気で遊ぼう！！』」   

日時：1月 10日（日） 14時～15時 30分    定員：小学生 20名 

講師：栃木県子ども総合科学館  場所：栃木市都賀公民館講堂   

内容：第一部・サイエンスショー「科学で遊ぼう」 第二部・工作教室「吹きゴマ」 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

西方館｜ 
「ねこ館長からのお年賀プレゼント」 
日時：1月 5日(火)～10日(日)  場所：栃木市図書館西方館 

内容：本を借りてくれた方に西方館からささやかなプレゼント。 

栃木図書館＆大平図書館｜ 

「図書館寄席」 
日時：1月 24日（日）  

①１4時～：栃木図書館 2階会議室 ②17時～：大平図書館 2階会議室  

対象：小学生以上 定員：各 30名  演者：入船亭小辰氏(二つ目) 

申込：各館カウンターもしくは電話にて 1月 5日(火)9時から受付開始 

 

岩舟館｜ 

「図書館で福袋」 
日時：1月 5日（火）～1月 12日(火) 

場所：栃木市図書館岩舟館 

内容：福袋は大人用 20セット 子ども用 30セット なくなりしだい終了。 

 
年末年始休館のお知らせ 

 栃木：12 月 31 日(木)～1 月 3 日(日)    

大平・藤岡・都賀・西方・岩舟：12 月 28 日(月)～1 月 4 日(月) 

※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。 



 

 

 
  

※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 

「うし」 
２０２１年は丑年です。 

ゆっくり、でも、どっしりと、

着実に歩みを進められる

年になりますように！ 

[いのちの輝き感じるかい] 
斎藤晶//著 （大） 

牛と草の「いのちの力」に任せてできた素

敵な牧場。牛飼いおやじのメッセージと牧

場の景観の写真。 

［うしはどこでも「モ～！」] (児童書) 
エレン・スラスキー・ワインスティーン//著 
(大・都） 

なあ、知ってる？イギリスのあひるは「クワッ

ク、クワック」、日本のあひるは「ガーガー」っ

て、鳴くねんなぁ。同じ動物でも、国によって

鳴きかたが違うんやて。でも、うしは…？ 

[ミルク日記] 
チーム・ミルクジャパン//著 （栃・藤） 

気持ちも、体も、まるごと元気になるミルク

の本。四季折々の飲み物と料理のレシピ

だけでなく、牛のことや世界のミルク事情

などの豆知識も豊富に掲載。 

[銀の匙] 
荒川弘//著 （大・藤） 

大自然に囲まれた大蝦夷農業高校に入学

した八軒勇吾。 

不慣れな環境に戸惑いながらも、仲間や家

畜たちに支えられたりコケにされたりしなが

ら日々奮闘する、酪農青春漫画。 

[牛たちの知られざる生活] 
ロザムンド・ヤング//著 （栃） 

著者に言わせれば、「牛は人間と同じくら

い個性に富んでいる」。そう考える著者と

家族が営む農場で牛たちは伸び伸びと育

つ。その様を愛情あふれる筆致で描く。 

[ニッポンの和牛]  
 （西） 
世界のグルメが注目する和牛。 

日本の和牛事情をはじめ、知っているよう

で実は知らない基本的な知識、牛肉好き

なら行くべき名店などを紹介する。 

[牛肉の歴史]   
ローナ・ピアッティ＝ファーネル//著
（栃・大） 

人類が昔から食べてきた牛。 

世界の牛肉利用の歴史、調理法、牛肉と

文化の関係を多角的に描く。 

[牛車で行こう！] 
京樂真帆子//著 （栃・大・岩） 

平安貴族の乗り物・牛車。身分で乗れる牛

車のランクや装飾が異なり、乗車に際して

の作法があり、牛を導く牛飼童たちの腕と

機嫌で乗り心地が変わる…といった、牛車

についてのアレコレが詰まった１冊。 

◆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 

１月９日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ねずみのすもう」 

１月２３日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「でんしゃにのって」 

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 

１月１９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◆ 
☆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 

１月１５日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「だるま・節分・冬・星」 

☆スタッフおはなし会 

場所／児童書コーナー 

１月２１日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「お正月」 

 
◆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 

１月９日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「たきびだたきびだぽっかぽか」 

▽紙芝居「ゆきぐにからきたラッセルくん」 

☆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５ 

１月２３日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「てぶくろをかいに」 

▽大型絵本 内容はお楽しみに！ 

◆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 

１月１６日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「らいねんはなにどし？」他 

▽いっしょに「ピンクのうさぎちゃん」の 

バルーンをつくろう！ 

 

◆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 

＜幼児向け＞ 

１月８日（金）・２２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＞ 

１月２４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 

１月２４日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居 

「えほうまきもぐもぐ」 
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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：１１／６～１２／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あかり野牧場/本城雅人 (大・都・岩) 

あなたのご希望の条件は/瀧羽麻子 (栃・大・藤・都・岩) 

アンと愛情/坂木司 (栃・大・藤・西・岩) 

今も未来も変わらない/長嶋有 (栃・大・都) 

ヴェルノン・クロニクル １/ヴィルジニー・デパント (大) 

うるはしみにくしあなたのともだち/澤村伊智 (栃・岩) 

えにし屋春秋/あさのあつこ (栃・大・藤・都・西・岩) 

大江戸火龍改/夢枕獏 (栃・大・都・岩) 

沖晴くんの涙を殺して/額賀澪 (栃・大・都・岩) 

推し、燃ゆ/宇佐見りん (大) 

お誕生会クロニクル/古内一絵 (大・藤・都) 

海蝶/吉川英梨 (栃・大・岩) 

帰ってきたＫ２/横関大 (栃・大・都・西) 

風よあらしよ/村山由佳 (栃・大・藤・岩) 

彼女が天使でなくなる日/寺地はるな (栃・大・岩) 

鬼人幻燈抄 明治編/中西モトオ (大) 

鏡影劇場/逢坂剛 (栃・大・岩) 

銀閣の人/門井慶喜 (栃・大・藤・都・西・岩) 

暗闇にレンズ/高山羽根子 (栃・大・都) 

三度目の恋/川上弘美 (栃・大・藤・都・岩) 

数学者の夏/藤本ひとみ (栃・大・藤・西・岩) 

スキマワラシ/恩田陸 (栃・大・藤・都・西・岩) 

ちよぼ/諸田玲子 (栃・大・藤・都・岩) 

テロリストの家/中山七里 (栃・大・藤・都・西・岩) 

日没/桐野夏生 (栃・大・藤・岩) 

ネヴァー・ゲーム/ジェフリー・ディーヴァー (栃・大) 

始まりの木/夏川草介 (栃・大・藤・都・岩) 

ハリネズミは月を見上げる/あさのあつこ (栃・大・藤・都・西・岩) 

武漢日記/方方 (栃・都) 

まずはこれ食べて/原田ひ香 (栃・藤・都・岩) 

満月珈琲店/桜田千尋 (藤・都・岩) 

やがて訪れる春のために/はらだみずき (栃・大・都・岩) 

類/朝井まかて (栃・大・藤・都・西・岩) 

私が結婚をしない本当の理由/志駕晃 (大・藤・都) 

（文庫・新書）ある晴れた日に、墓じまい/堀川アサコ (栃・大・都) 

（文庫・新書）植村直己冒険の軌跡/中出水勲 (大) 

（文庫・新書）勝手に「仏像」ランキング！/田中ひろみ (藤) 

（文庫・新書）カナリヤは眠れない/近藤史恵 (都・岩) 

（文庫・新書）苦悩する男 上・下/ヘニング・マンケル (栃) 

（文庫・新書）他人の期待に応えない/清水研 (栃) 

（文庫・新書）ボケる食ボケない食/白澤卓二 (栃) 

（文庫・新書）本所おけら長屋 １５/畠山健二 (西) 

（文庫・新書）ＹｏｕＴｕｂｅ作家的思考/長崎周成 (栃) 

（文庫・新書）ルビィ/重松清 (栃・大・都・西) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
関東トレッキング BESTコース (大・藤・岩) 

絶対に挫折しない日本史/古市憲寿 (大・藤) 

東京かたな旅(栃・大) 

明治維新の意味/北岡伸一 (栃・大) 

森高千里「この街」が大好きよ/森高千里 (栃・大・藤) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

いまはそれアウトです！/菊間千乃 (栃・大・都) 

コロナ後の世界経済/エミン・ユルマズ (栃) 

神速パソコン仕事術見るだけノート/岡田充弘 (藤・岩) 

図解でわかる M＆A入門/桂木麻也 (栃・都) 

マンション管理員オロオロ日記/南野苑生 (栃・大) 

●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 

1月4日 (月) 星風会（代官荘）

1月5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

1月6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

1月7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

1月11日 (月)

1月12日 (火) 小野寺小学校

1月13日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月14日 (木) 部屋小学校

1月18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

1月19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

1月20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

1月21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

1月25日 (月) 星風会（代官荘）

1月26日 (火)

1月27日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月28日 (木) 藤岡第二中学校

※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1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）

祝日のため運休

西方小学校 真名子小学校

巡回無し

真名子小学校


