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今月の企画展 

大平図書館  

１０月上旬～ 

●「大平図書館関ケ原」（一般向け） 

５冊貸出で 1 枚の兵糧カードか兵力カードを

入手できます！東軍・西軍の陣取り合戦に

参戦しませんか。 

●「キノコの世界」（児童向け） 

●「八百万の神様・仏様・○○様」 

（児童向け） 

藤岡図書館  

１０月上旬～ 

●「ゆるく 賢く ズボラ術」（一般向け） 

日々の生活をラクに！無理せず実行できる

ズボラ術を紹介した資料を集めました！ 

開催中 

●「あき」（児童向け） 

都賀図書館            

１０月上旬～ 

●「笑い」 （一般向け） 

日々を明るくする妙薬「笑い」をテーマに 

１階ロビーで展示中です。 

開催中 

●「あき」(児童向け) 

大平図書館｜ 
「蔵書点検にともなう特別休館日について」 
10 月 19 日(月)～10 月 21 日(水)の期間、蔵書点検のため休館となります。 
 

「大平図書館ミニフェスタ」 
日 時：１０月２４日(土)・２５日(日) 

内 容：２４日(土) 

①サンドアート制作(１０時～１０時３０分) 定員：１０名 材料費：５００円 

②アロマポット制作(１３時３０分～１４時) 定員：１０名 材料費：５００円 

③焼き菓子販売(１０時～１５時) 

２５日(日) 

④ハーブ石鹸づくり(１４時～) 定員：１０名 材料費：５００円  

⑤とちぎ花センター即売会(１４時４５分～１５時４５分) 

⑥パン販売(１０時～１５時) 

両日 

⑦シールラリー(９時～１６時) 対象：小学生以下   参加費：無料 

⑧ストラックアウト(９時～１６時) 対象：小学生以下 参加費：無料 

①・②・④は１０月１日(木)から大平図書館のカウンターもしくは電話で受付開始。 

 

 

図書館西方館 

１０月上旬～ 

●「西方のパンまつり」（一般向け） 

●「楽しい秋」（児童向け） 

図書館岩舟館 

１０月上旬～ 

●「秋探し」（一般向け） 

●「ハロウィン」（児童向け） 

 

栃木図書館 

開催中 

●「時代小説～続きは気にせず～」 

（一般向け） 
続きがない、１冊で読める時代小説・歴史小

説を集めてみました。 

１０月上旬～ 

●「○分でできる」（YA 向け） 

●「ハロウィン」（児童） 

 

 
栃木市図書館通信 

２０２０年９月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「図書館でベビトレヨガ無料体験」 
日 時：９月２９日（火） １０時３０分～１１時３０分  

場 所：栃木図書館 2 階会議室  対 象：親子(子どもは首が据わった０～３歳) 

講 師：山中志穂氏(ベビトレヨガインストラクター) 

定 員：親子５名(要申込)      参加費：無料 

持ち物：動きやすい恰好、飲み物、バスタオル 

申 込：カウンターまたは電話にて受付中 

藤岡図書館｜ 

「読んで、ゲットだ☆雑誌付録！」 
日 時：１０月２７日（火）～１１月１５日（日） 対象：幼児～一般 
場 所：藤岡図書館１階フロア  

内 容：１日１回の貸出につき、１スタンプ。３スタンプ集めたら、雑誌の付録を 

プレゼント！ 

都賀図書館｜ 

「蔵書点検にともなう特別休館日について」 
10 月 12 日(月)～10 月 14 日(水)の期間、蔵書点検のため休館となります。 
 

「オリジナルしおりプレゼント」 
日 時：１０月２７日（火）～１１月８日(日)   

内 容：期間中、本を借りていただいた方にプレゼント。動物・アルファベット・着物 

などモチーフは様々、一点物もあります。お好きなしおりをお選びください♪ 

 

「図書館書道教室「いまこそ手で書こう」」 
日 時：①１０月５日(月) ②１２日(月) ③１９日(月) 各１０時～１１時３０分 

内 容：①暮らしの筆文字 ②季節の筆文字 ③心身の筆文字 

場 所：栃木図書館２階 会議室  対 象：どなたでも 

講 師：大塚昌峰氏(栃木市書道連盟顧問・書友会副理事) 

持ち物：筆ペン(中字)         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、今後の状況により、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 

「神」 

「神無月」「神在月」とも 

呼ばれる１０月。 

目に見えない存在に 

思いを馳せてみませんか。 

[神様たちのお伊勢参り] 
竹村優希//著（栃・藤） 

恋人も仕事も失い、伊勢神宮に神頼みに

やってきた芽衣。ひょんなことから『やおよ

ろず』という宿で働くことになった芽衣だが、

そこはお伊勢参りにやってくる日本中の神

様御用達の宿だった！ 

[日本の神様大全] （大・藤） 

 

人神様や民俗信仰の神様、神様として祀

られている動物まで、約 400 柱の神様の

ご利益を紹介しています。 

[沈黙] 
遠藤周作//著 （栃・大・藤・都） 

ポルトガルからやってきた宣教師ロドリゴ

は、幕府の厳しい迫害から日本人信徒を

助けるため、棄教の淵に立たされた。 

神とは？信仰とは？背信者にも神の恵み

はあるだろうか。 

[ニッポン神様ごはん] 
吉野りり花//著 (栃・大） 

神に献じる食べ物、神饌（しんせん）。季節

の旬の食べ物を捧げ、その調理法は古代

の色を残したものから、現代のものまでさ

まざまだ。多様な神饌の世界を味わえる。 

[社をもたない神々] 
神崎宣武//著 （栃） 

家を建てる時の地鎮祭は、土地の神を祀

る。この神に必ずしも社は存在しない。こう

いった生活に根付いた神と信仰を詳細に

著す。 

[世界の神様解剖図鑑] 
平藤喜久子//著 （藤） 

日本、ギリシャ、北欧、インド神話など世界

の神話を比較し、役割や能力、容姿などさ

まざまな切り口から世界各地の神様を大

解剖。世界の成り立ちを解明しようとした

古代人の知恵がわかる１冊です。 

[出雲神話論] 
三浦佑之//著 （栃） 

「出雲神話・国譲り神話」に焦点を絞った

一書。五十年余かけて古事記を研究し続

ける著者、娘の三浦しをん曰く「コジオタ

（古事記オタク）」。その研究総決算と言う

べき６６１ページである。 

[神様が宿る家の清め方] 
神田明神//著 （栃・大） 

神様が宿る家の整え方、神様と我が家の

ご縁を結ぶ方法。など、さまざまなお清め

の方法を紹介しています。 

◆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 

１０月１０日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「もものこたろう」 

１０月２４日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「お月さまってどんなあじ？」 

対象：幼児～小学校低学年 

☆出張！あかちゃんタイム 

場所／キョクトウとちぎ蔵の街楽習館内 

     １Ｆ交流スペース 

１０月１３日（火）１１時～１１時３０分 

スタッフによる読み聞かせ、手遊び、工作

の予定です。 

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 

１０月１５日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「秋 どんぐり」 

☆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 
１０月１６日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「秋・実り・魔女・空」 

◆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 

１０月１０日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「あ・そ・び・ま・しょ！」 

▽紙芝居「パンダくんのごちそうなにかな？」 

◆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 

参加したお友達には、工作キットをプレゼント！ 

１０月３日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「ブレーメンのおんがくたい」他 

▽工作キット「手作りオカリナ」 

１０月１７日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居 

「おかしのしまのハロウィンパーティー」他 

▽工作キット「紙皿ウクレレ」 

◆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＞ 

１０月３日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

１０月９日（金）・２３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＞ 

１０月２５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 

１０月１０日（土）１４時～１４時２０分 

▽パネルシアター「たまごがころん」 

▽エプロンシアター 

「ぞうのはなはなぜながい」  

☆スタッフによるおはなし会 

場所／２階 視聴覚室 

１０月２５日（日）１４時～１４時２０分 

▽紙芝居「ハロウィンのかぼちゃ」 



 

 

第７４号／２０２０．１０ 

 
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：８／６～９／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
会いに行って/笙野頼子 (栃) 

あしたの華姫/畠中恵 (栃・大・藤・都・西・岩) 

あめつちのうた/朝倉宏景 (大・都・岩) 

生かさず、殺さず/久坂部羊 (栃・大・藤・都・岩) 

泉鏡花〈怪談会〉全集/泉鏡花 (栃) 

遺品博物館/太田忠司 (栃・大・都) 

絵本の春/泉鏡花 (栃) 

おいしくて泣くとき/森沢明夫 (栃・都・岩) 

黄色い夜/宮内悠介 (栃・大) 

きたきた捕物帖/宮部みゆき (栃・大・藤・都・西・岩) 

京大はんと甘いもん/藤井清美 (岩) 

今日笑えればいいね/ヘムヘム (藤) 

五年後に/咲沢くれは (栃・岩) 

サキの忘れ物/津村記久子 (栃・大・藤・都・岩) 

死者との対話/石原慎太郎 (栃・大) 

信じた道の先に、花は咲く。/太田朋子 (栃・岩) 

新任警視/古野まほろ (栃・大・岩) 

鈴木家の嘘/野尻克己 (都・岩) 

せきれいの詩/村木嵐 (栃・大・都) 

蟬かえる/櫻田智也 (栃) 

月の客/山下澄人 (栃・大・藤) 

つながりません/長岡弘樹 (栃・藤) 

天使のいる廃墟/フリオ・ホセ・オルドバス (栃・大) 

どうぞ愛をお叫びください/武田綾乃 (栃・大・岩) 

囚われの山/伊東潤 (栃・大・藤・岩) 

夏の速度/四方田犬彦 (栃) 

バケモンの涙/歌川たいじ (藤・西) 

ヒカリ/花村萬月 (栃・岩) 

ヒポクラテスの試練/中山七里 (栃・都・西・岩) 

不良/北野武 (栃・大・藤・岩) 

ボーン・クロックス/デイヴィッド・ミッチェル (大) 

夢は捨てたと言わないで/安藤祐介 (大・都) 

夜の向こうの蛹たち/近藤史恵 (栃・大・藤・都・西・岩) 

ラスト・ストーリーズ/ウィリアム・トレヴァー (大) 

（文庫・新書）あかん男/田辺聖子 (栃・都) 

（文庫・新書）おかんむりナース！/小原周子 (藤・都) 

（文庫・新書）近現代史からの警告/保阪正康 (栃) 

（文庫・新書）書店であった泣ける話/朝来みゆか (西) 

（文庫・新書）銭形平次捕物控傑作集 ６/野村胡堂 (西) 

（文庫・新書）中高年のための「読む防災」/和田隆昌 (栃・大) 

（文庫・新書）日本の名作あらすじ３００/造事務所 (栃・大・藤) 

（文庫・新書）歯医者さんのかかり方/渡辺勝敏 (栃) 

（文庫・新書）ほら吹き男爵の冒険/ビュルガー (栃) 

（文庫・新書）幽霊を創出したのは誰か？/森博嗣 (栃) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
アメリカ横断我ら夫婦ふたり旅/山本あり (西) 

１９６４東京ブラックホール/貴志謙介 (栃・岩) 

からだがよろこぶ！ぬる湯温泉ナビ/植竹深雪 (大・藤) 

知識ゼロからの古文書を読む/古賀弘幸 (栃・大・藤) 

日本の３６５日に会いに行く/永岡書店編集部 (藤・都・岩) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

臆病者のコミュニケーション/藤島淳 (栃) 

公文書危機/毎日新聞取材班 (栃・藤) 

在宅 HACKS！/小山龍介 (栃・大・藤) 

職場のざんねんな人図鑑/石川幹人 (栃・大・都) 

図解渋沢栄一と「論語と算盤」/斎藤孝 (藤・岩) 

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

あなたにぴったりの漢方薬絵ずかん/小林香里 (大・藤) 

医者が考案した究極のヨーグルト健康術/工藤孝文 (西) 

大人のバナナジュース健康法/松生恒夫 (大・都) 

死んでも女性ホルモン減らさない！/葉石かおり (藤・都) 

腸内フローラの科学/野本康二 (栃・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あなたは髪を切らなくても変われる/小西恭平 (栃・大・藤) 

育児書が教えてくれない育児のホント/あざみ (西) 

子どものチカラを信じましょう/高橋考雄 (大) 

絶品おかずはめんつゆで/市瀬悦子 (大・藤・都) 

そうざい麺/ワタナベマキ (都・岩) 

身のまわりのものでできる手作りマスク/寺西恵里子 (大・都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
絵手紙初心者のための１０のヒント/清野章子 (岩) 

家族写真の魔法/森藤ヒサシ (藤) 

基本の野菜じょうずな育て方/飯塚恵子 (栃・大・都) 

３色だけでセンスのいい色/ingectar-e (西) 

まねるだけで伝わるデザイン/深田美千代 (栃・大) 

ランニング革命/ニコラス・ロマノフ (大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
うちにカブトガニがやってきた！？/石井里津子 (栃・大) 

怪盗レッド １８/秋木真 (栃・大) 

ガリガリ君ができるまで/岩貞るみこ (栃・大・都・岩) 
きみはスゴイぜ！/マシュー・サイド (栃・都・岩) 

さらにざんねんないきもの事典/今泉忠明 (栃・大・西・岩) 

辞書びきえほん科学のふしぎ/隂山英男 (栃・大・藤・都) 

すみっコぐらしおまじない/阿雅佐 (藤) 

にじいろフェアリーしずくちゃん ２/ぎぼりつこ (藤・都) 

春の嵐/ジーン・バーズオール (栃・大・西) 

ピラミッドのサバイバル １/洪在徹 (栃・藤・西・岩) 

魔女のうらないグミ/草野あきこ (栃・大・藤・岩) 

幽霊心霊現象大図鑑 DX/イリサワマコト (大・藤・都) 

（絵本）あなふさぎのジグモンタ/とみながまい (都・岩) 

（絵本）かくれているよ海のなか/高久至 (栃・大・藤・都) 

（絵本）カリカリのぼうけん/武鹿悦子 (栃・西・岩) 

（絵本）ジャングルジムをつくろう！/三浦太郎 (栃・都・西) 

（絵本）みずをくむプリンセス/スーザン・ヴァーデ (栃・大・岩) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
１高校生のための税金入門/小塚真啓 (栃・大・藤・都) 

にんげんみたいなネコ/Mac Marron (藤) 

はずれ者が進化をつくる/稲垣栄洋 (栃) 

緋弾のアリア ３３/赤松中学 (栃) 

部活魂！この文化部がすごい/読売中高生新聞編集室 (栃) 

ミステリー案内人さんのコワイハナシ/クロネコの部屋 (栃・藤) 
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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 

10月1日 (木) 藤岡第二中学校

10月5日 (月) 星風会（代官荘）

10月6日 (火) 小野寺小学校

10月7日 (水) 川原田団地 大町公民館

10月8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

10月12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

10月13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

10月14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

10月15日 (木) 部屋小学校

10月19日 (月) 星風会（代官荘）

10月20日 (火)

10月21日 (水) 川原田団地 大町公民館

10月22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

10月26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

10月27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

10月28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

10月29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 2020年10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25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

西方小学校 真名子小学校

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 


