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今月の企画展 

大平図書館  

８月上旬～ 

●「# STAY HOME」（一般向け） 

自宅で家族と新しいことに挑戦して、楽しい時間を

過ごすヒントになる本を集めました。 

●「暑い国と寒い国」（児童向け） 
開催中 
●「平和について考える」（児童向け） 

藤岡図書館  

８月上旬～ 

●「快適！涼感生活！」（一般向け） 
読むだけで涼しくなるかも！？暑い夏を快適に過

ごす為の手助けとなる本を紹介します！ 

開催中 

●「あそぶ」（児童向け） 

都賀図書館            

８月上旬～ 

●「この地球に何が起きているんだ？！」 

（一般向け） 
今だからこそ考えたい、地球環境問題。 

夏休みの自由研究にもどうぞ。 

開催中 

●「図書館すいぞくかん」(児童向け) 

大平図書館｜ 

「小学生親子学習室」 
日時：８月１日(土)～８月１６日(日)  

場所：大平図書館２階 会議室 

対象：小学生親子   

申込：参加自由。８組用意があるので空いていれば利用可。 

 

 

図書館西方館   

８月上旬～ 

●「ゆるゆる生活」（一般向け） 

●「栃木平和展～かんがえよう平和の 

こと～」（児童向け） 

図書館岩舟館  

８月上旬～ 

●「戦争と平和」（一般向け） 

●「夏・冒険・ファンタジー」（児童向け） 

 

栃木図書館 

８月上旬～ 

●「大人も子どもも考えたい原爆」 

（一般向け） 
大人向けから子供向けまで、原爆について考えた

い本を集めました。 

開催中 
●「納涼」（視聴覚） 
●「ＹＡ向け海外文学特集」（YA向け） 

 

栃木市図書館通信 

２０２０年７月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「怪談ナイト」 
日時：８月６日（木） １８時３０分～１９時３０分 

場所：栃木図書館２階 会議室 

対象：小学生～一般 

定員：約１５名（先着順） 

申込：申込不要、当日直接ご来館ください 

「子ども映画会～ぴったんこ！ねこざかな～」 
日時：８月１５日（土） ①１４時～ ②１５時３０分～ 

場所：栃木図書館２階 会議室 

対象：未就学児～小学生 

定員：約１０名（先着順） 

申込：申込不要、当日直接ご来館ください 

藤岡図書館｜ 

「藤岡図書館 夏祭り～スーパーボールすくい～」 
日時：７月２３日（木・祝）～８月３０日（日） 

場所：藤岡図書館１階カウンター横  

内容：１日１回の貸出につき１スタンプ。３スタンプ集めると、スーパーボー 

すくいができるよ！ 

対象：小学生以下 

定員：約５０名（先着順） 

都賀図書館｜ 

「夏休みスタンプラリー～日本縦断読書の旅～」 
日時：８月１日（土）～８月３０日（日）   

対象：幼児～小学生 

内容：スタンプカードに書かれた日本列島。条件をクリアして、各地方を 

スタンプで埋めていこう！  

＊先着３０名にプレゼントあり！ 

 

図書館岩舟館｜ 

「夏休み特別企画 

―ぼくの！わたしの！とびっきりの１冊」 
日時：８月１日(土)～８月１３日（木）   

対象：幼児～小学生 

内容：参加用紙にあなたのおすすめの本を書いて「こどもスペース」内で 

   紹介しよう！ 

   参加してくれたみなさんには素敵なプレゼントがあります。 

   その他期間中、本を借りてくれた幼児、児童の皆さんにしおりを 

   プレゼントします。 

※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 

「平和」 

８月１５日は７５回目の 

終戦記念日です。 

日本、そして世界の平和に 

ついて考えてみませんか。 

 

[この世界の片隅に]（絵本） 
こうの史代//著 （栃・大・藤・都・岩） 

１８歳で呉に嫁いだ少女・すず。戦争が世

の中の空気を変えていく中、前を向いて生

きていくが・・・。多くの賞を受賞し、異例の

ロングランを記録したアニメ映画を絵本

化。 

[ぼくは戦争は大きらい] 
やなせたかし//著 （栃・大・藤・都・岩） 

「日本が戦争をしたという記憶が、だんだん

忘れ去られようとしています。人間は、過

去を忘れてしまうと同じ失敗を繰り返す生

き物です。」アンパンマンの原作者がユー

モアを交え戦争体験を語る。 

[金子兜太×いとうせいこうが 

選んだ「平和の俳句」] 
金子兜太//著 （栃） 

たった１７文字の言葉から、戦争体験の追

想、戦争体験がなくても投句を契機に深く

考えたこと、日々の何気ない日常など、作

者それぞれの「平和」が読み取れる。 

[平和をつくるを仕事にする] 
鬼丸昌也//著 (栃） 

大学４年の時に訪れた地雷原を見学する

うちに、自分にできることは何かを模索し、

在学中に地雷問題の活動ＮＧＯを立ち上

げた作者が、誰がどんなことをできるのか

を紹介する。 

[幸福と平和への助言] 
ダライラマ//著 （大） 

溢れるユーモアと、平手打ちのような厳しく

も暖かい親身な言葉。ダライラマの深い智

慧の言葉が詰まっています。 

[１８歳からわかる 

平和と安全保障のえらび方] 
梶原 渉//著 （大） 

どうすれば日本や世界の平和と安全を守

れるのか。基礎的知識を学び、考え、行動

することができる本。 

[また、桜の国で] 
須賀しのぶ//著 （栃・藤） 

平和を渇望する時勢の中、ポーランドの

日本大使館に着任した棚倉慎は戦争回

避に向け奔走するが・・・。戦火に蹂躙され

たポーランドの知られざる物語。何気ない

日常の大切さを噛みしめる 1冊。 

[明日の平和をさがす本] 
宇野和美//著 （大・都） 

２０００年～２０１６年９月までに刊行され

た、戦争と平和に関する、絵本・児童書・ 

ＹＡ図書の厳選した３００冊を掲載。 

子供も大人も読みたい、未来へつなぐブッ

クガイド。 

◆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 おやこルーム 

８月８日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「きんぎょがにげた」 

８月２２日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「おばけのジョージ」 

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 

８月１５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◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

場所／児童書コーナー 

８月２０日（木） １１時～１１時３０分 

▽テーマ「折り紙コースターをつくろう！」 

☆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 
８月７日（金） １４時～１５時 

▽テーマ「たのしい夏休み」 

◆図書館岩舟館◆ 
☆おはなしボランティア 

「いわふねおはなしキャラバン」によるおはなし会 

場所／岩舟公民館会議室５ 

８月８日（土） １４時～１４時３０分 

▽紙芝居とパネルシアター 

 （内容はお楽しみ！） 

☆スタッフによるおはなし会 

場所／岩舟公民館会議室５ 

８月２２日（土） １４時～１４時３０分 

▽大型絵本「しりとりのだいすきなおうさま」 

▽紙芝居「バッタくんのかくれんぼ」 

◆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 

８月１日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「ひよこちゃん」他 

▽工作 「はばたくひよこ貯金箱」 

８月１５日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会  

紙芝居「ケーキやさんのうれしいひ」他 

▽工作 「ケーキの貯金箱」 

◆都賀図書館◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

場所／１階 児童書コーナー 

８月１日（土）１１時～１１時２０分 

▽絵本「ブレーメンのおんがくたい」 

◆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＞ 

８月１日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

８月１４日（金）・２８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＞ 

８月２３日（日）１１時～１１時２０分 

☆スタッフのこわいおはなし会 

場所／１階児童クラブ室 

＜幼児～小学校低学年向け＞ 

８月８日（土）１１時～１１時２０分 

 

※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。 
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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：６／６～７／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
〈あの絵〉のまえで/原田マハ (栃・大・藤・都・西) 

アパレル興亡/黒木亮 (栃) 

生きづらいこの世界で、アメリカ文学を読もう/堀内正規 (栃) 

鬼棲むところ/朱川湊人 (栃・岩) 

風の二代目/倉阪鬼一郎 (西) 

欺瞞の殺意/深木章子 (栃) 

声の物語/クリスティーナ・ダルチャー (栃) 

小鳥、来る/山下澄人 (栃) 

罪人の選択/貴志祐介 (栃・大・藤・岩) 

死学のすすめ/曽野綾子 (西) 

絶対猫から動かない/新井素子 (栃・大・都) 

それでも、僕は前に進むことにした/こかじさら (西) 

大一揆/平谷美樹 (栃・大) 

ダーク・ブルー/真保裕一 (栃・藤・都) 

チーム ３/堂場瞬一 (栃・大・岩) 

茶聖/伊東潤 (栃・大・藤・岩) 

チンギス紀 ７/北方謙三 (栃・大・都・岩) 

月の光/ケン・リュウ (栃) 

できない男/額賀澪 (栃・大・藤・岩) 

天稟/幸田真音 (栃・大) 

東京ホロウアウト/福田和代 (栃・大・岩) 

透明な夜の香り/千早茜 (栃・大・藤・都・岩) 

図書室のバシラドール/竹内真 (栃・大・都) 

長崎/吉田修一 (栃) 

ねなしぐさ/乾緑郎 (栃・大) 

晴れの日散歩/角田光代 (栃・岩) 

北条氏康 二世継承篇/富樫倫太郎 (栃・大) 

ホテル・アルカディア/石川宗生 (栃) 

MISSING失われているもの/村上龍 (栃・大・藤) 

女神のサラダ/瀧羽麻子 (栃) 

よその島/井上荒野 (栃・大・都・岩) 

流人道中記 上・下/浅田次郎 (栃・大・藤・都・岩) 

礼儀正しい空き巣の死/樋口有介 (栃・大) 

私たちの望むものは/小手鞠るい (栃・大・藤・岩) 

（文庫・新書）交渉力/橋本徹 (藤・都) 

（文庫・新書）人生の１冊の絵本/柳田邦男 (栃・大・岩) 

（文庫・新書）知的再武装６０のヒント/池上彰 (栃) 

（文庫・新書）逃げるな新人外科医/中山祐次郎 (栃) 

（文庫・新書）火の柱 上・中・下/ケン・フォレット (栃) 

（文庫・新書）ぷかぷか天国/小川糸 (栃・大・藤・西) 

（文庫・新書）本屋を守れ/藤原正彦 (栃・大) 

（文庫・新書）帝の刀匠/佐々木裕一 (栃) 

（文庫・新書）未婚中年ひとりぼっち社会/能勢桂介 (栃) 

（文庫・新書）夜更けのおつまみ/東山彰良 (栃・大・藤) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
キナミトパンノホン/木南晴夏 (藤・都) 

孤独のスイーツ (西) 

３６５日でわかる世界史/八幡和郎 (栃) 

日光 〔2020〕 (栃・大・都)  

もっともっとゆる山歩き/西野淑子 (都・西) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

仕事力に差がつく「超・整理術」/吉澤準特 (栃・藤) 

「新型コロナ恐慌」後の世界/渡邉哲也 (栃) 

図解使える失敗学大全/畑村洋太郎 (栃・藤) 

データで読み解く日本の真実(西) 

とっさに使える敬語手帳/山田敏世 (栃・都) 

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

ADHDの正体/岡田尊司 (栃・岩) 

意識低い系ヨガのすすめ/大日野カルコ (藤・西) 

最期の対話をするために/玉置妙憂 (栃・都) 

眠れないあなたを救う「睡眠ファースト」/友野なお (都) 

身近に潜む食卓の危険物/齋藤勝裕 (西) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
思わず見とれるゼリースイーツ/大越郷子 (岩) 

子どもを叱りつける親は失格ですか？/アベナオミ (西) 

すみっコぐらしかわいいあみぐるみ/齋藤郁子 (藤) 

育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。/玉置標本 (栃・大) 

とびきりおいしい家パスタ/Tesshi (藤) 

やさいの常備菜/庄司いずみ (都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
素敵に彩る小さな庭づくり/E＆Gアカデミー (都) 

楽しい箱と入れ物の折り紙/永田紀子 (栃) 

ネイル大全/小笠原弥生 (藤・都) 

猫からのおねがい/服部幸 (栃・岩) 

半沢直樹〈倍返し〉名言集(西) 

もっとお得にきっぷを買うアドバイス５０/蜂谷あす美 (大・岩) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
キャーッ！みんなの怪談/怪談クラブ (栃) 
きょうりゅうだいしゅうごうあいうえおずかん (栃・藤・西・岩) 

恋とポテトと夏休み/神戸遥真 (大・都) 

小学生の究極の自学ノート図鑑/森川正樹 (栃・藤・岩) 

人狼サバイバル ３/甘雪こおり (都) 

超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑/小和田哲男 (栃・大) 

ディズニーランド防衛部/リドリー・ピアソン (栃・都) 

トミカ超図鑑プレミアム (栃・岩) 

ニッポンじゃアリエナイ世界の国/斗鬼正一 (栃・大・藤・都・岩) 

めちゃ盛り MAXスペシャルおしゃれ BOOK (栃・藤・都) 

モヤモヤそうだんクリニック/池谷裕二 (大) 

ロウリーのいい子日記 １/ジェフ・キニー (栃・大・藤) 

（絵本）あさごはんなーに？/しまだともみ (藤・都・西・岩) 

（絵本）でんにゃ/大塚健太 (栃・藤・西・岩) 

（絵本）のりものなぞなぞ/斉藤洋 (栃・藤・西・岩) 

（絵本）プリンハムスター/ささきみお (栃・大・藤・西) 

（絵本）やたいのおやつ/ふじもとのりこ (栃・大・藤・都・西) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
カピバラさんのまいにち/TRYWORKS (藤) 

シマエナガ/吉永勝啓 (藤) 

スケジュールを管理する７つの方法/川本裕子 (栃・藤) 

博士の愛した地味な昆虫/金子修治 (栃・大) 

勉強が楽しくなっちゃう本/QuizKnoCk (栃・大・都) 

ループ・ループ・ループ/桐山徹也 (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 

8月3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

8月4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

8月5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

8月6日 (木)

8月10日 (月)

8月11日 (火)

8月12日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月13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

8月17日 (月) 星風会（代官荘）

8月18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

8月19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

8月20日 (木)

8月24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

8月25日 (火)

8月26日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月27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

8月31日 (月) 星風会（代官荘）

※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8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

祝日のため運休


