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今月の企画展 

大平図書館  

１１月上旬～ 

●「雨の夜にも星は瞬く」（一般向け） 

夜空に瞬く星たち！写真から小説ま

で幅広く集めました。大平図書館プラ

ネタリウムをお楽しみください。 

●「げいじゅつの秋 おんがくの秋」   
（児童向け） 

●「おしごと」（児童向け） 

藤岡図書館  

１１月上旬～ 

●「自分を高める！セルフ・アップデ

ート術」（一般向け） 

 仕事面で成長したい、プライベートを

充実させたい…。そんなあなたにピッ

タリの本を紹介！ 

開催中  

●「フルーツ」（児童向け） 

都賀図書館            

１１月上旬～  

●「ＤＩＹ」 （一般向け） 

 おうち時間でＤＩＹに挑戦！ 

開催中  

●「ありがとうの本」(児童向け) 

大平図書館｜ 
「読書週間スタンプラリー」 
日時：１０月２４日（土）～１１月１５日（日）  ＊なくなり次第終了。   

対象：小学校高学年以上   

内容：貸出時に１日１個スタンプを押します。３個スタンプがたまると保存期限の 

過ぎた雑誌の付録と交換できます。 

「お楽しみキラキラプレゼント」 
日時：１０月２４日（土）～１１月１５日（日）  ＊なくなり次第終了。 

対象：小学生まで 

内容：一度に３冊以上借りた小学生以下の方に、キラキラしたものをプレゼント。 

図書館西方館   

１１月上旬～ 

●「人生いろいろ」（一般向け） 

●「キャラクターもりもり」（児童向け） 

図書館岩舟館 

１１月上旬～ 

●「女性作家を読む～ミステリー編

～」（一般向け） 

●「秋のおとしもの」（児童向け） 

栃木図書館 

開催中 

●「大正ロマン～古き良きハイカラ～」 
（一般向け） 

今、大正時代が静かなブーム？大正

時代がわかる本を集めました。 

●「苦手克服大作戦 理系の巻」 
（YA 向け） 

●「七五三」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年１０月２０日発行 

栃木図書館｜ 

こども映画会「おしりたんてい～ププッ いせきからの

SOS」 
日時：１１月１４日（土） ①１４時～ ②１５時３０分  対象：未就学児～小学生 

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 

「雑誌と本のリサイクル市」 
日時：１１月７日以降の毎週土曜日・日曜日および２３日(月・祝)  １１時３０分～１６時 

場所：栃木図書館 入口付近他 

＊雨天中止 ＊詳細はポスター・チラシをご覧ください 

 

藤岡図書館｜ 

「蔵書点検にともなう特別休館日について」 

11 月 16 日(月)～11 月 18 日(水)の期間、蔵書点検のため休館となります。 

「ふじおか秋のプチまつり」 
日時：１１月８日（日） 

内容：①「レオ・レオニ 絵本カバーでエコバッグづくり」 

     （１）１１時～１１時４５分 （２）１３時～１３時４５分 （３）１５時～１５時４５分 

     対象：幼児～一般   定員：各回１０名程度  参加費：無料 

    ②「よ～くねらって！ わくわくストラップ釣り」 

     対象：当日貸出をした幼児～一般  定員：１００名程度 

    ③「雑誌リサイクル市」 

     期間：１１月８日（日）～１２月６日（日） 

＊１人１０冊まで。なくなり次第終了。 

 

都賀図書館｜ 

「図書館市民フェスタ 2020」 
日時：１１月８日（日）   

内容①雑誌リサイクル市 

   ②「作って・のぞいて・花の万華鏡作り」（児童向け） 

   ③パン・お菓子の出張販売 

詳細は都賀図書館まで！ 

 
図書館西方館｜ 
西方館 歴史講座「戦国時代の西方城と真名子城」 
日時：１１月２１日(土)  １０時～１２時 

場所：西方町公民館２階会議室  定員：１５名  参加費：無料 

内容：西方城・真名子城の領主の変遷など 

講師：江田郁夫氏（栃木県立博物館副館長） 

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 

「仲良し」 
仲良きことは美しき哉。 

夫婦に限らず、円満な 

関係は見ている周りも 

幸せにしてくれますね。 

[じぃじとばぁばのための 

あそび図鑑] 
エガリテ大手前//監修 （栃・大） 

「孫とあそんであげたいけど、どうやったら 

楽しんでもらえるかわからない」悩みをもつ、

じぃじとばぁばのための本。 

懐かしい遊びでも、孫と楽しく遊べます。 

[ウーパールーパーと 

仲良くなれる本]  
藤谷武史・大渕希郷//著 (栃） 

不思議で愛らしい外見ととぼけた表情で人

気のウーパールーパー。飼い方、殖やし方、

そして大人の体にならない理由まで、仲良く

暮らすためのアレコレが詰まった１冊。 

[いっぴきとにひき] 
桑原奈津子//著 （藤） 

保護された雑種の犬いっぴきと猫にひき。 

仲良く暮らす日常を記録した、定点観察写

真集です。飼い主ならではの視点で撮影

された写真がたくさん載っています！ 

[遊び・会話・家事で今こそ『家族の 

コミュニケーション力』アップ] 
司馬理英子//著 (栃・都） 

コロナ問題で家庭環境が一変した今こそ、 

家族の絆を強めるチャンス。「コミュ力」を 

高めてパパ・ママ、親子が今まで以上に 

幸せになる方法を丁寧に解説する。 

[小学校では学べない 

家族と友だち]（児童書） 
齋藤孝//著 （栃・藤・都） 

家族がより良い「チーム」になるには？ 

友だちとじょうずにつきあい、ほんとうの仲

良しになるには？人生を楽しくする「人づ

きあい」のコツを伝授する。 

[梅さんと小梅さん 

親友はおばあちゃん] 
ホンマジュンコ//著 （藤） 

おばあちゃんの梅さんと孫の小梅さんは

いつも一緒。昭和 50 年代の秋田県での、

梅さんと小梅さんの仲良しな日常を描いた

可愛らしいコミックエッセイ。おばあちゃん

の知恵袋や懐かしいモノ満載です！ 

[『いい夫婦』になるいたって 

シンプルな３０のヒント] 
池内ひろ美//著 （大） 

会話は一方通行、価値観が合わない。 

なぜか「わかりあえない」夫婦の心理を解

き明かし、結婚生活を見直すためのヒント

が詰まった一冊。 

[どんどん仲良くなる夫婦は、 

家事をうまく分担している。] 
水谷さるころ//著 （大） 

保守的な結婚から脱したら自分たちらしい

幸せが見えてきた。試行錯誤を続ける

日々のコミックエッセイ。 

◆栃木図書館◆ 
☆りんごの会 おそとでおはなしひろば 
場所／１階 エントランス横 

１１月１４日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ちびゴリラのちびちび」 

１１月２８日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「くまにたすけられたおとこ」 

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内 

１F 交流スペース 

１１月１０日（火）１１時～１１時３０分 

スタッフによる読み聞かせ、手遊び、 

かんたん工作を予定しています。 

対象：赤ちゃん～未就園児 

◆図書館西方館◆ 
☆スタッフおはなし会 

場所／児童書コーナー 

１１月１９日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「りんごかな？」 

☆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 
１１月２０日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「音・色・乗り物」 

◆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５ 

１１月１４日（土）１４時～１４時３０分 

▽ペープサート「さるかにがっせん」 

▽腹話術 

☆スタッフによるおはなし会 

場所／岩舟公民館 会議室５ 

１１月２８日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「グリドン グリドン」 

▽紙芝居「ぱん・ぱん・パンやさん」 

◆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 

１１月７日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「レックスのだいぼうけん」他 

▽いっしょに「いぬ」のバルーンをつくろう！ 

１１月２１日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「アラジンとまほうのランプ」他 

▽いっしょに「うさぎ」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＞ 

１１月７日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

１１月１３日（金）・２７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＞ 

１１月２２日（日）１１時～１１時２０分 

◆都賀図書館◆ 
☆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 

１１月７日（土）１４時～１４時２０分 

▽パネルシアター「ねずみの嫁入り」 

▽パネルシアター「さるかに合戦」  

☆スタッフによるおはなし会 

場所／２階 視聴覚室 

１１月２２日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居「ふしぎなしゃもじ」 
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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：９／６～１０／５まで） 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
赤い砂を蹴る/石原燃 (栃・大・都・岩) 

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。/青柳碧人 (栃・大・藤・西) 

明け方の若者たち/カツセマサヒコ (栃) 

一人称単数/村上春樹 (栃・大・藤・都・岩) 

いちねんかん/畠中恵 (栃・大・藤・都・岩) 

ヴァルキリー/安生正 (大) 

江戸のおんな大工/泉ゆたか (大) 

縁結びカツサンド/冬森灯 (大・都・西・岩) 

屋上で会いましょう/チョンセラン (栃) 

オクトローグ/酉島伝法 (栃・大) 

オールドタイムズ/本城雅人 (大・都・岩) 

風を結う/あさのあつこ (栃・藤・都・岩) 

家族じまい/桜木紫乃 (栃・大・藤・都・岩) 

語らいサンドイッチ/谷瑞恵 (藤・都・岩) 

希望の峰マカルー西壁/笹本稜平 (栃・大・岩) 

君に読ませたいミステリがあるんだ/東川篤哉 (栃・大・藤・都) 

君はるか/古関正裕 (栃) 

言語の七番目の機能/ローラン・ビネ (大) 

これはミステリではない/竹本健治 (栃・大・藤) 

コロナ黙示録/海堂尊 (栃・大・藤・都・岩) 

三世代探偵団 ３/赤川次郎 (栃・大・藤・西・岩) 

食王/楡周平 (栃・大・藤・都・岩) 

捨て猫のプリンアラモード/麻宮ゆり子 (大・都) 

立待岬の鷗が見ていた/平石貴樹 (西) 

ティンカー・ベル殺し/小林泰三 (栃) 

デス・レター/山田正紀 (栃・大) 

図書館の子/佐々木譲 (栃・大・岩) 

凪に溺れる/青羽悠 (都) 

ブラックウェルに憧れて/南杏子 (栃・都) 

ホーム・ラン/スティーヴン・ミルハウザー (栃) 

メイドの手帖/ステファニー・ランド (大・岩) 

やわらかい砂のうえ/寺地はるな (栃・大) 

来世の記憶/藤野可織 (栃) 

６０分でわかるカミュの『ペスト』/大竹稽 (藤・西) 

（文庫・新書）うちの社食がマズくて困ってます/黒崎蒼 (大・都) 

（文庫・新書）親子の絆を確かめて/小杉健治 (大) 

（文庫・新書）「聞こえにくい」がなおる耳トレ/中川雅文 (西・岩) 

（文庫・新書）戦国時代ミステリー/博学面白倶楽部 (栃) 

（文庫・新書）チェス盤の少女/サム・ロイド (栃) 

（文庫・新書）ドクターM（ミステリー）/海堂尊 (栃・藤) 

（文庫・新書）ひとり酒の時間イイネ！/東海林さだお (栃) 

（文庫・新書）まだある。 おやつ編/初見健一 (岩) 

（文庫・新書）迷い鳥/稲葉稔 (都) 

（文庫・新書）リスクの正体/神里達博 (栃) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
京都 ’２１－’２２年版 (西) 

黒い雨に撃たれて 上・下/パメラ・ロトナー・サカモト (栃・大) 

古地図で楽しむ富士山/大高康正 (栃・大) 

ドタバタ関ケ原/長谷川ヨシテル (大・藤・都) 

日本列島見て歩こう/小板橋武 (栃) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

おとめ六法/上谷さくら (栃・大) 

すごいテレワーク/福山誠一郎 (西) 

年収２００万円でもたのしく暮らせます/森永卓郎 (大・藤) 

人は悪魔に熱狂する/松本健太郎 (栃・藤・都) 

部下が変わる本当の叱り方/吉田裕児 (栃・藤) 

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

教えて！栄養素男子/女子栄養大学栄養クリニック (大・藤・都) 

おもしろ医学論文イッキ読み/青島周一 (大・都) 

体が整う水曜日の漢方/工藤孝文 (都・岩) 

疲れた心がラクになる食べ方大全/那須由紀子 (大・西) 

手・足・頭のツボ地図大全/五十嵐康彦 (栃・藤・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
いいね！日本酒/上杉孝久 (大・藤・都) 

お昼ごはんのめんレシピ！/きじまりゅうた (大・都) 

かぎ針１本ではじめる大人アクセサリー/成地亜紀 (都) 

東京名物食べある記/時事新報社家庭部 (栃) 

ヘアゴム１本のゆるアレンジ/工藤由布 (西) 

もちぷるレシピ/柳瀬久美子 (岩) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
おいしいハーブ暮らし１２か月/北村光世 (大) 

基礎からわかるはじめての陶芸/学研プラス (岩) 

恐竜と古生物の折り紙/川畑文昭 (栃) 

手作りキャンピングカー＆車中泊 DIY (藤・都) 

ねぇ、ママ？僕のお願い！/つんく♂ (西・岩) 

ハリネズミ、飼いはじめました！/大野瑞絵 (藤・西) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
歌がにがてな人魚/ルイス・スロボドキン (栃・大) 

怪奇漢方桃印/廣嶋玲子 (栃・大・藤・都・西) 

くらべる戦国武将図鑑/武光誠 (栃・大・西) 
ジュニア空想科学読本 ２０/柳田理科雄 (栃・藤・都・岩) 

人狼サバイバル ４/甘雪こおり (都) 

水族館のサバイバル １/ゴムドリ co. (栃・藤・西・岩) 

せかいいっしゅうあそびのたび/ペズル (栃・都) 

はくねつ！モンスターバトル/小栗かずまた (藤・西) 

星のカービィ メタナイトと黄泉の騎士/高瀬美恵 (藤) 

魔法の科学実験図鑑/市岡元気 (栃・藤・都・岩) 

モヤモヤそうだんクリニック/池谷裕二 (栃・大・藤・都・西・岩) 

レストランのおばけずかん/斉藤洋 (杤・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）あかいしろくま/柴田ケイコ (栃・大・藤・都・西・岩) 

（絵本）カメレオンどろぼう・ドロン/苅田澄子 (栃・大・都・西・岩) 

（絵本）つめかみおばけ/よしむらあきこ (栃・大・藤・都・岩) 

（絵本）パンフルートになった木/巣山ひろみ (栃・大・都・岩) 

（絵本）ミッフィーのむしめがね/ディック・ブルーナ (藤・都) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
俺の残機を投下します/山田悠介 (栃・藤) 

ギリシャ神話キャラクター事典/オード・ゴエミンヌ (栃・大) 

ゲーム業界で働く/小杉眞紀 (栃・大・都・岩) 

５分で読書 キミは絶対に騙される/カドカワ読書タイム (栃・藤) 

ぼくの「自学ノート」/梅田明日佳 (栃・大・都) 

読むだけ小論文 基礎編/樋口裕一 (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 

11月2日 (月) 星風会（代官荘）

11月3日 (火)

11月4日 (水) 川原田団地 大町公民館

11月5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

11月9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

11月10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

11月11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

11月12日 (木) 部屋小学校

11月16日 (月) 星風会（代官荘）

11月17日 (火) 小野寺小学校

11月18日 (水) 川原田団地 大町公民館

11月19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

11月23日 (月)

11月24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

11月25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

11月26日 (木) 藤岡第二中学校

11月30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

※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25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 2020年11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

西方小学校 真名子小学校

西方小学校

祝日のため運休


