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今月の企画展 

大平図書館  

開催中 

●「スタッフのおすすめ 中編」 
（一般向け） 

１２月上旬～ 

●「キレイにしよう！」（一般向け） 
汚れをキレイに、装飾でキレイに、心をキ

レイに、見た目をキレイに、様々なキレイ

にする本を集めました。 

●「よるのおはなし」（児童向け） 

藤岡図書館  

１２月上旬～ 

●「ほっこりぽかぽか冬支度」（一般向け） 

心身共に暖かく過ごしたい…。そんなあ

なたにピッタリの本を集めました。 

●「えがお」（児童向け） 

都賀図書館            

１２月上旬～ 

●「芥川賞・直木賞」 （一般向け） 

今回の受賞作は果たして？気になる候補

をチェック！ 

●「クリスマス」(児童向け) 

大平図書館｜ 
「ひらけ!ヒマジニア 2020 ～星のまち ココデス～」 
日時：１２月１５日（火）～１月１０日（日） 場所：大平図書館ミニミニ市民ギャラリー   

内容：絵本の世界を再現した立体展示型絵本「ヒマジニア」が帰ってきます！星の

まち「ココデス」を舞台にしたお話をお楽しみください。 

「大平図書館の読書バリアフリー週間」 
日時：１２月１日（火）～１２月１３日（日）   

内容：誰もが読書を楽しむための手法を紹介・展示します。 

図書館西方館   

１２月上旬～ 

●「ランキング」（一般向け） 

●「クリスマス」（児童向け） 

図書館岩舟館 

１２月上旬～ 

●「館外(そと)へ連れてって」（一般向け） 

●「メリークリスマス」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「としょかんどうぶつえん」（児童向け） 
児童展示コーナーが動物園に！動物の

本がいっぱいです！ 

●「スマイルクリスマス」（視聴覚） 

１２月上旬～ 

●「苦手克服大作戦 文系の巻」 
（YA向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年１１月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「冬のりんごのおはなし会」 
日時：１２月１２日（土） １０時３０分～１２時  対象：小学生以下 

場所：栃木図書館２階会議室  定員：約３０名 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

子ども映画会「サンタさんは大いそがし」他 
日時：１２月１９日（土） ①１４時～ ②１５時３０分～  対象：小学生以下  

場所：栃木図書館２階会議室  定員：約１５名 

申込：申込不要。当日直接ご来館ください。 

藤岡図書館｜ 

「クリスマスコンサート」 
日時：１２月２０日（日） １１時～１２時 

場所：藤岡図書館２階視聴覚室  対象：幼児～一般  定員：２０名 

申込：カウンターまたは電話にて受付中 

都賀図書館｜ 

「ヨガ講座」  ＊初心者の方でも気軽にご参加いただけます。 

日時：１１月２８日（土） １３時３０分～１４時３０分  定員：１０名 

場所：栃木市都賀公民館   申込：カウンターまたは電話にて受付中 

講師：荒川始子氏（ヨガ講師）  

持ち物：マスク、動きやすい服装、飲み物、汗ふきタオル、ヨガマット又はバスタオル 

「クリスマス会」 
日時：１２月５日（土） １０時～１１時４５分 

場所：都賀図書館２階 視聴覚室   申込：不要。直接ご来館ください。 

内容：①たんぽぽのクリスマスおはなし会 ②映画会「おしりたんてい」 

図書館西方館｜ 
「冬のおたのしみ！クリスマスプレゼント」 
日時：１２月１２日（土）～２５日（金）   

場所：栃木市図書館西方館カウンター 

内容：クリスマスカード（一般）、折り紙クリスマスツリー（児童）プレゼント 

全館共通｜ 

「栃木市図書館ビブリオバトル大会」 
日時：１２月１３日（日） １４時～  場所：栃木図書館２階会議室  

対象：中学生以上  定員：６名  申込：各館カウンターもしくは電話にて受付中 

 

図書館岩舟館｜ 

「クリスマスおはなし会でつくっちゃお！」 
日時：１２月１２日（土）１４時～ 内容：クリスマスにちなんだ絵本の読み聞かせ 

場所：岩舟公民館 会議室５  対象：幼児～小学校低学年  定員：５組１０名 

参加費：無料            申込：カウンターまたは電話にて受付中 

 

※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 

「クリスマス」 
ケーキにプレゼント、イルミ 

ネーション、街中がワクワク

する季節ですね。大変な１年

でしたが、良いクリスマスを！ 

[キャロリング] 
有川浩//著 （栃・大・藤・都・西・岩） 

倒産が決まった子供服メーカーの社員・ 

俊介。彼は、同僚で元恋人の柊子に秘か

な思いを残していた。クリスマスに起こる、

ささやかな奇跡の連鎖を描く感動の物語。 

[Ｘ’ｍａｓ Ｓｔｏｒｉｅｓ]  
朝井リョウ//著 (栃・藤・都） 

クリスマス、それは一年でいちばん奇跡が

起きる日。イブに何の期待もない司法浪人

生、華やいだ東京の街にタイムスリップし

た武士…。６人の作家が贈る、冬の夜に

煌めくアンソロジー。 

[クリスマスおもしろ事典] 
クリスマスおもしろ事典 

刊行委員会//編 （大） 

サンタはクリスマスと無関係！？「トナカ

イ」は何語？クリスマスにまつわる知識を

つめこんだ雑学本。 

[クリスマスローズ] 
横山直樹//著 （大・都・西） 

クリスマスローズに関しての原種・交雑

種・栽培などすべてがわかる本。 

[どんぐりクリスマス]（児童書） 
おおたきれいこ//著 （栃・大・都） 

木の実を使ったリース・アドベントツリー・

オーナメントなどのクリスマス飾りの作り方

を紹介しています。自然の手触りを楽しみ

ながら、親子で工作してみませんか？ 

[Ｘｍａｓアドベント★ブック] 
本庄ひさ子//著 （栃） 

クリスマスまであと何日？とカウントダウン

しながら、毎日１つずつクリスマスにまつ

わる話を楽しめる本。 

毎日見てクリスマス気分を盛り上げていく

のに最適。 

[ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ] 
光村推古書院編集部//著 （藤） 

ドイツのクリスマスマーケットを中心に、

様々な国のクリスマスの風景をおさめた

写真集。キラキラと輝く建物や可愛らしい

街の様子にときめく１冊です。 

[クリスマスの歴史] 
ジュディス・フランダーズ//著 （栃・岩） 

クリスマスという特別な日に、人々は何を

託してきたのか。これまで説かれていたク

リスマスの知識は間違いであると断じ、風

習の１つ１つを丹念に検証していく。 

◆栃木図書館◆ 
☆りんごの会 おはなしひろば 
場所／２階 視聴覚室 

１２月２６日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「かさじぞう」 

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 

１２月８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名まで） 

◆図書館西方館◆ 
☆スタッフおはなし会 

場所／児童書コーナー 

１２月１７日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「プレゼントなにかな？」 

☆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 

１２月１８日（金）１４時～１５時 

▽テーマ 

「心があたたまる話・動物・クリスマス」 

◆図書館岩舟館◆ 
☆特別企画 

「クリスマスおはなし会でつくっちゃお！」 

場所／岩舟公民館会議室５ 

１２月１２日（土）１４時～１５時 

▽絵本「クリスマスツリーをかざろう」 

紙芝居「くりすますのおおきなくつした」 

工作「紙皿を使ったクリスマスリース」 

※申込方法など、詳細は１面・主催事業 

コーナーにてご確認ください。 

◆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 

１２月５日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「ペンギンはつらいよ」他 

▽いっしょに「クリスマスリース」の 

バルーンをつくろう！ 

１２月１９日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「クリスマスのおおきなくつした」他 

▽いっしょに「トナカイ」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～小学校低学年向け＞ 

１２月５日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

１２月１１日（金）・２５日（金）１０時３０分～１１時 

☆クリスマスおはなし会 

場所／１階 児童クラブ室 

＜幼児～小学校低学年向け＞ 

１２月１９日(土)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＞ 

１２月２７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 

１２月１３日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居 

「クリスマスのおおきなくつした」 
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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：１０／６～１１／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アウア・エイジ/岡本学 (大・藤) 

悪霊じいちゃん風雲録/輪渡颯介 (栃・西) 

雨の中の涙のように/遠田潤子 (栃・大) 

泉鏡花〈観念・人世〉傑作選/泉鏡花 (栃・大) 

インビジブル/坂上泉 (大・都・西) 

海と山のオムレツ/カルミネ・アバーテ (大) 

心淋（うらさび）し川/西條奈加 (栃・大・藤・都・西・岩) 

幼い頃に戻る切符をください/グエン・ニャット・アィン (栃・大) 

お父さんはユーチューバー/浜口倫太郎 (大・都・岩) 

かきあげ家族/中島たい子 (大・都・西・岩) 

きみの中のぼく/おおのたろう (藤・都) 

恋するラジオ/スージー鈴木 (岩) 

今昔百鬼拾遺 月/京極夏彦 (栃) 

首里の馬/高山羽根子 (栃・大・藤・都・岩) 

純喫茶パオーン/椰月美智子 (栃・大・藤・都・岩) 

世紀の大博打/ベン・メズリック (都) 

そこにはいない男たちについて/井上荒野 (栃・大・藤・都・岩) 

タクジョ！/小野寺史宜 (栃・大・都・岩) 

竹林の七探偵/田中啓文 (栃) 

地平線を追いかけて満員電車を降りてみた/紀里谷和明 (藤) 

帝都争乱/今野敏 (栃・藤・都・西・岩) 

トツ！/麻生幾 (栃・大・西) 

二百十番館にようこそ/加納朋子 (栃・大・都) 

眠れる美女たち 上・下/スティーヴン・キング (大) 

百年と一日/柴崎友香 (栃・大・藤・岩) 

毒島刑事最後の事件/中山七里 (栃・大・都・西・岩) 

降るがいい/佐々木譲 (栃・大・藤) 

本とあるく旅/森まゆみ (栃・岩) 

まだ温かい鍋を抱いておやすみ/彩瀬まる (栃・藤・都・岩) 

夢魔の牢獄/西澤保彦 (栃・大・都) 

文字の読めないパイロット/髙梨智樹 (大・都・岩) 

幽霊終着駅（ターミナル）/赤川次郎 (栃・大・岩) 

四畳半タイムマシンブルース/上田誠 (栃・大・藤・都・西) 

悪い姉/渡辺優 (大・都) 

（文庫・新書）アメリカン・ブッダ/柴田勝家 (栃・都) 

（文庫・新書）家でできること１１５/博学面白倶楽部 (大・都・西) 

（文庫・新書）失せ物屋お百 ２/廣嶋玲子 (藤・都・岩) 

（文庫・新書）お酒の経済学/都留康 (栃) 

（文庫・新書）コロナ後の世界を生きる/村上陽一郎 (栃) 

（文庫・新書）コンビニ兄弟/町田そのこ (都・西) 

（文庫・新書）終電の神様 ３/阿川大樹 (栃・都) 

（文庫・新書）ぱりとろ秋の包み揚げ/高田在子 (都・西) 

（文庫・新書）方言漢字/笹原宏之 (栃) 

（文庫・新書）高家表裏譚 ２ 密使/上田秀人 (栃・藤) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
オラ！スペイン旅ごはん/ハラユキ (西) 

企業として見た戦国大名/真山知幸 (栃・大) 

ディズニー映画の世界を旅する (栃・藤・都) 

日本史の賢問愚問/中里裕司 (栃・大) 

読んで旅する秘密の地図帳/おもしろ地理学会 (大・都・岩) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

あえてあやしい「儲け話」をやってみた/藤原久敏 (栃・大) 

頭のいい人の「説明」はたった１０秒！/樋口裕一 (藤・岩) 

国際ニュースの読み方/馬渕睦夫 (栃) 

地方起業の教科書/中川直洋 (栃・大・藤) 

なぜか好かれる人がやっている１００の習慣/藤本梨恵子 (西) 

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

１日誰とも話さなくても大丈夫/鹿目将至 (都・西・岩) 

大人の発達障害グレーゾーンの人たち/林寧哲 (栃・大) 

子どもにいいこと大全/主婦の友社 (大・藤・都) 

世界一やさしい！アロマ図鑑/林真一郎 (栃・大・藤) 

「妊娠できるか検査」に行ってみた/森瞳 (藤・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アラフォーからのお手軽美容道/水槻れん (藤・西) 

おうちでできるヘアカット/主婦の友社 (都・西・岩) 

カレンの台所/滝沢カレン (大・藤・岩) 

週末が楽しくなる再現ごはん/かっちゃん (栃・藤・都) 

ビールめし/とっくん (西) 

ブラウスを縫おう。/かたやまゆうこ (大) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
１、２、３色の色えんぴつでイラスト/ふじわらてるえ (大・藤・都) 

きせかえ折り紙ドール/いしばしなおこ (栃・都・岩) 

都道府県別ご当地ソング大百科/合田道人 (栃・大) 

ヒロシのソロキャンプ/ヒロシ (栃・藤・西) 

もっと知りたい鳥獣戯画/土屋貴裕 (栃・大・都) 

落語キャラクター絵図/美濃部由紀子 (栃・大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
いきものやばいすみか図鑑/加藤英明 (栃・藤・都) 

イベントおりがみ(都・西・岩) 

怪奇漢方桃印 ２/廣嶋玲子 (栃・大・藤・都・西) 

カサうしろに振るやつ絶滅しろ！/氏田雄介 (栃・大・都・西・岩) 

水害の大研究/河田惠昭 (栃・大・藤・都・岩) 
潜入！天才科学者の実験室 ２/佐藤文隆 (栃・大・都) 

茶色の服の男/アガサ・クリスティー (栃・大・藤・都) 

にゃんたる刑事/カワダクニコ (栃・大・藤・都・西・岩) 

はたらく細胞学べるクイズ (栃・大・藤・都・西) 

ポケモンガラルずかん (大・藤・都) 

ほねほねザウルス ２３/カバヤ食品株式会社 (栃・藤・都・岩) 

リトル☆バレリーナ １/工藤純子 (大・藤・都・西) 

（絵本）おならしたのだぁれ？/加納徳博 (藤・都・岩) 

（絵本）きっとどこかに/リチャード・ショーンズ (栃・大・藤・都・西) 

（絵本）どこちゃん/鈴木のりたけ (栃・藤・都・西・岩) 

（絵本）ばんそうこうくださいな/矢野アケミ (栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）プララのひこうきびゅーん/武内祐人 (栃・藤・西) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」/森山至貴 (栃・大) 

こねずみのやつ/にしむらゆうじ (藤) 

１６歳からのはじめてのゲーム理論/鎌田雄一郎 (栃・藤・都) 

未来の自分に出会える古書店/齋藤孝 (栃・大・都・岩) 

もがいて、もがいて、古生物学者！！/木村由莉 (栃・藤) 

りゅうおうのおしごと！ １３/白鳥士郎 (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 

12月1日 (火) 小野寺小学校

12月2日 (水) 川原田団地 大町公民館

12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

12月7日 (月) 星風会（代官荘）

12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

12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

12月10日 (木) 部屋小学校

12月14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

12月15日 (火)

12月16日 (水) 川原田団地 大町公民館

12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

12月21日 (月) 星風会（代官荘）

12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

12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

12月24日 (木)

12月28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

12月29日 (火)

12月30日 (水) 川原田団地 大町公民館

12月31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）

真名子小学校

巡回無し

巡回無し

□火曜日｜【小野寺小】13時00分～13時25分（一般の方はご利用いただけません）

休館日

栃木市移動図書館　巡回予定 2020年12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

西方小学校 真名子小学校


