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今月の企画展 

大平図書館  

９月上旬～ 

●「すごいタイトルの本」（一般向け） 
 個性的なタイトルの本集めました。 

●「おでかけ」（児童向け） 
●「うさぎがぴょん」（児童向け） 

藤岡図書館  

９月上旬～ 

●「あんな写真、こんな写真。」（一般向け） 
 じっくり眺めていたくなる！動物や自然、建

物などの写真集を幅広くご紹介します！ 

●「あき」（児童向け） 

都賀図書館            

９月上旬～  

●「お米をおいしくいただきましょう」  

（一般向け） 

そのままでも、ちょっとしたおかずと一緒

でも！おいしい新米の季節です！ 

●「おつきみ」(児童向け) 

大平図書館｜ 

「重陽の節句を祝う夕べ ギターコンサート」 
日時：９月９日（水） １８時～１９時 

場所：大平図書館１階ロビー  

出演：佐藤純一氏（ギタリスト） 

対象：幼児～大人までどなたでも 

申込：申込不要、当日直接ご来館ください 

 

 

図書館西方館   

９月上旬～ 

●「お金の貯め方いろいろ」（一般向け） 

●「はらぺこ絵本」（児童向け） 

図書館岩舟館 

９月上旬～ 

●「備えよう」（一般向け） 

●「お月見」（児童向け） 

 

栃木図書館 

９月上旬～ 

●「育てよう！読書の木」（児童） 
葉っぱのカードにおすすめの本を書いて、 

みんなで読書の木を育てよう。 

開催中 

●「大人のための図鑑」（一般） 
●「受験勉強」（YA向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年８月２０日発行 

栃木図書館｜ 

午後の映画会「９９歳の詩人 柴田トヨ」 
日時：８月２４日（月） １４時～  

場所：栃木図書館２階 会議室 

対象：一般 

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｜ 

「渡良瀬遊水地フォトコンテスト入賞作品」 
日時：９月８日（火）～９月１７日（木） 

場所：藤岡図書館１階フロア  

都賀図書館｜ 

「再び、読書のすすめ」 
日時：９月２６日（土） １１時～１２時   

場所：都賀図書館２階 視聴覚室 

講師：大塚幸一氏(栃木市栃木文化団体連絡協議会会長) 

対象：一般 

定員：１０名 

申込：９月１日～ 電話またはカウンターにて 

内容：本は一生つき合える友。講師の体験を通して、もう一度読書の楽しさや 

大切さを考え、これからの読書生活を、より充実したものにしましょう！ 

図書館西方館｜ 

「西方館 読書の秋！プラバンキーホルダー 

プレゼント」 
日時：８月３０日（日）～９月２２日（火・祝）   

場所：西方館カウンター 

内容：期間中、本を５冊以上２回借りてくれた方に 

手作りプラバンキーホルダーをプレゼント  

 

「敬老の日メッセージ書き込み式コースターキット配布」 
日時：９月１２日（土）～９月２０日（日） 終日 

場所：大平図書館 児童クラブ室  

内容：プレゼント用の手作りコースターキットを配布いたします。  

    １９日（土）１４時～１５時は図書館スタッフが一緒に作ります。 

対象：幼児～小学生 

申込：申込不要、当日直接ご来館ください 

※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 

「シニア」 

人生１００年時代。 

ずっと健康に楽しく 

過ごしたいですね♪ 

[シルバー川柳 ９] 
全国有料老人ホーム協会//編（西・岩） 

「メルカリで誰も買わないワシの服」 

「居ないとき妻の枕を尻に敷く」 

物忘れ、医者通い、はたまたビミョーな夫婦

関係も。シニア世代を中心とした、人生の達

人たちによる川柳傑作選・第９弾。 

[７０歳からの筋トレ＆ストレッチ] 
大渕修一//著 （大・藤・岩） 

筋力トレーニングは健康長寿の秘密兵器！ 

高齢者になぜ筋トレが有効なのか、イラスト

付きで解説する。タオルやペットボトルなど、

身近なものを使用した簡単なトレーニングも

紹介。 

[電子レンジでつくる 

シニアのらくらく１人分ごはん] 
村田裕子//著 （大・都） 

いかとアスパラのしょうが炒め、ナスのお

ひたし、中華風おこわ…など火を使わない

家庭で作れる絶品レシピを大きな文字で

紹介。 

[シニアの品格] 
小屋一雄//著 (藤） 

定年間近で年下の上司のもとについた主

人公と、９０歳近い「よろず相談所」の老人。

２人の対話を通して「本当の品格」について

考えていく、これまでにない「体験型」自己

啓発本。 

[シニア学びの群像] 
木下康仁//著 （栃） 

定年後、かつて学べなかったことをちゃん

と学び直したいと思っている人は少なから

ずいる。そんな人々がどんな選択をし、ど

う学んでいったかの実態を明らかにする。 

[子どもなくても老後安心読本] 
岡信太郎//著 （栃） 

生涯独身、離婚、死別など、子どものいな

い年寄りが増えている。かれらが直面する

老後のさまざまな問題を、成年後見人も務

める司法書士の著者がコンパクトに解説。 

[三匹のおっさん] 
有川浩//著 （栃・大・藤・都・岩・西） 

定年を迎え、会社勤めに一区切りついた

３人。ひょんなことから自警団を結成し、 

それぞれの得意分野を活かし、詐欺、痴

漢、動物虐待など町内の問題をぶった斬

る！ 

[老いの身辺をさわやかに 

生きるための言葉] 
曽野綾子//著 （栃・大） 

誰にでも訪れる老いの風景、そして、やが

て来るその日のために何を準備して生き

ておけばよいのか。心豊かに年をとるため

の「老い方の極意」を伝える。 

◆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 

９月１２日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ねずみくんのチョッキ」 

９月２６日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「ブラブラたろう」 

対象：幼児～小学校低学年 

☆えほんデビュー 

場所／１階 おやこルーム 

９月１９日（土）１１時～１１時３０分 

スタッフによる小さなお子様向けの 

「おはなし会」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 

９月１７日（木）１１時～１１時３０分 

▽テーマ「敬老の日」 

☆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 

９月１８日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「ねずみ・ねこ・月・野菜」 

◆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 

９月１２日（土）１４時～１４時３０分 

▽大型絵本「ノラネコぐんだんパンこうじょう」 

▽紙芝居「ペンギンはつらいよ」 

９月２６日（土）１４時～１４時３０分 

▽大型絵本「おやおや、おやさい」 

▽紙芝居「りりちゃんのケーキ」 

◆藤岡図書館◆ 
☆ふじおかおはなし会『コロポックル』 

おはなし会と工作教室 

場所／１階 おやこどくしょしつ 

９月５日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「もりのおつきみ」他 

▽工作「紙コップでマトリョーシカ」 

９月１９日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「ピノキオ」他 

▽工作「敬老の日ありがとうカード」 

◆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 

９月６日（日）１４時～１４時２０分 

▽絵本「ちびくま」 
◆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＞ 

９月５日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

９月１１日（金）・２５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＞ 

９月２７日（日）１１時～１１時２０分 
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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：７／６～８／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
商う狼/永井紗耶子 (栃) 

侵略者/福田和代 (栃) 

あなたに会えて困った/藤崎翔 (栃・大) 

あの子の殺人計画/天祢涼 (栃・岩) 

妖の掟/誉田哲也 (栃・大・都・岩) 

イエロー・サブマリン/小路幸也 (栃・大・都) 

いのちの停車場/南杏子 (大・藤・西) 

AIロボットドクター/小橋隆一郎 (都) 

おっぱい先生/泉ゆたか (岩) 

お父さんは認知症/田中亜紀子 (大) 

カケラ/湊かなえ (栃・大・藤・都・西・岩) 

家族、捨ててもいいですか？/小林エリコ (栃・岩) 

鬼人幻燈抄 幕末編/中西モトオ (大) 

希望を紡ぐ教室/松本喜久夫 (岩) 

食っちゃ寝て書いて/小野寺史宜 (栃・都・岩) 

呉・広島ダブル殺人事件/西村京太郎 (栃) 

心おどる昂揚/アリス・テイラー (栃) 

コロナの時代の僕ら/パオロ・ジョルダーノ (栃・大) 

紅蓮浄土/天野純希 (栃・大) 

結婚させる家/桂望実 (栃・都・岩) 

漣のゆくえ/梶よう子 (栃・藤) 

さよなら願いごと/大崎梢 (栃・大・都・岩) 

サルデーニャの蜜蜂/内田洋子 (栃) 

三体 ２ 上・下/劉慈欣 (栃・藤) 

縄紋/真梨幸子 (栃・大・岩) 

代表取締役アイドル/小林泰三 (栃・大・都) 

ダブル・トライ/堂場瞬一 (栃・大・藤・都・岩) 

泥棒は世界を救う/赤川次郎 (栃・岩) 

奈落で踊れ/月村了衛 (栃・大・藤・岩) 

濱地健三郎の幽たる事件簿/有栖川有栖 (栃・大・藤・都) 

迷子のままで/天童荒太 (栃・大・藤・都・岩) 

湯けむり食事処ヒソップ亭/秋川滝美 (栃・大・藤・都・岩) 

理由のない場所/イーユン・リー (大・都・岩) 

ロミオとジュリエット/鬼塚忠 (大・藤) 

（文庫・新書）あんの青春春を待つころ/柴田よしき (都) 

（文庫・新書）感染症対人類の世界史/池上彰 (栃) 

（文庫・新書）更衣ノ鷹 上・下/佐伯泰英 (藤・西) 

（文庫・新書）寄宿学校の天才探偵/モーリー・ジョンソン (栃) 

（文庫・新書）大学で学ぶゾンビ学/岡本健 (栃・都) 

（文庫・新書）パンダ探偵/鳥飼否宇 (栃) 

（文庫・新書）土方歳三がゆく/細谷正充 (栃・大・藤) 

（文庫・新書）本を読む人だけが手にするもの/藤原和博 (岩) 

（文庫・新書）ゆきうさぎのお品書き １０/小湊悠貴 (西) 

（文庫・新書）浪人奉行 ９ノ巻/稲葉稔 (大) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
３６５日日本一周絶景の旅/TABIPPO (西) 

図解江戸の間取り/安藤優一郎 (栃) 

なるほど宇都宮/柏村祐司 (栃・大・藤・都・西・岩) 

ハワイごよみ３６５日/近藤純夫 (栃) 

目撃天安門事件/加藤青延 (栃・大・都) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

一瞬で笑わせる技術/川堀泰史 (岩) 

男社会がしんどい/田房永子 (藤) 

コロナショック・サバイバル/冨山和彦 (栃) 

できるテレワーク入門/法林岳之 (大・都) 

入社１年目ビジネス文書の教科書/西出ひろ子 (大・藤・都) 

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

歩く力/松村卓 (栃・西) 

子どものうつがわかる本/下山晴彦 (栃・大) 

舌を鍛えれば肺炎は防げる！/美内明子 (都) 

自律神経を整える「長生き呼吸法」/小林弘幸 (岩) 

すぐ使えるアロマの化学/川口三枝子 (藤) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
神レンチン/河瀬璃菜 (藤・都・岩) 

きものが着たい/群ようこ (栃・大・西) 

先生、ワインはじめたいです！/こいしゆうか (西) 

ちょっとフレンチなおうち仕事/タサン志麻 (栃・岩) 

布で作るかわいいお財布 (大・都) 

働く母の暮らしマネジメント/主婦の友社 (栃・藤・都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あなたのペットが迷子になっても/遠藤匡王 (栃・岩) 

折り鶴クラフト/森本美和 (栃) 

徹底活用！バランスボール大全/菅原順二 (大・藤) 

努力するな。マンガを読め。/堀江貴文 (岩) 

プロ野球激闘史/広岡達朗 (西) 

魅せる苔テラリウムの作り方/石河英作 (都) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
暗号クラブ １７/ペニー・ワーナー (栃) 

うまい棒をさがせ！/やおきん (藤・西) 
おじょうさま小学生はなこ/川之上英子 (大・藤・岩) 

くろりすくんとしまりすくん/いとうひろし (栃・大・藤・西) 

コウペンちゃんと届けるメモ折り紙/いしかわまりこ (西) 

繊細すぎてしんどいあなたへ/串崎真志 (栃・大・藤・岩) 

都道府県まるわかり地図帳/藤子・F・不二雄 (栃・都) 

ネバーウェディングストーリー/ひこ・田中 (栃・大・都) 

もふもふ動物の赤ちゃん/小宮輝之 (大・藤・都・西) 

ユーチュー部！！ 受験編/山田明 (都・岩) 

弱すぎ古生物/探究学舎 (栃・藤) 

料理はすごい！/秋元さくら (栃・都・西) 

（絵本）オタマジャクシつかまえた！/いしいつとむ (栃・藤) 

（絵本）そのときうんちはどこにいる？/榊原千秋 (藤・西) 

（絵本）とうちゃんはむしゃんよか/内田麟太郎 (栃・大・西・岩) 

（絵本）花のすきなおおかみ/きむらゆういち (栃・大・都・岩) 

（絵本）もりのかばんやさん/ふくざわゆみこ (栃・大・藤・都・西・岩) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
１日のおわりにもふもふタイム/松原卓二 (藤・都) 

５分後に呪われるラスト (栃・大・岩) 

１０代のための資格・検定/大泉書店編集部 (栃・大・岩) 

ソードアート・オンライン ２４/川原礫 (栃) 

秘密結社ペンギン同盟/鳩見すた (栃・藤) 

僕たちの部活動改革/神谷拓 (栃・大・都) 
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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 

9月1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

9月2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

9月3日 (木) 藤岡第二中学校

9月7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

9月8日 (火) 小野寺小学校

9月9日 (水) 川原田団地 大町公民館

9月10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

9月14日 (月) 星風会（代官荘）

9月15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

9月16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

9月17日 (木) 部屋小学校

9月21日 (月)

9月22日 (火)

9月23日 (水) 川原田団地 大町公民館

9月24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

9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

9月29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

9月30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

※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９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

□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

祝日のため運休

祝日のため運休


