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今月の企画展 

大平図書館  

７月上旬～ 

●「危機に備える」（一般向け） 
豪雨や地震などの自然災害や熱中症への対策 

などの知識や、常備したい物品の資料を 

集めました。 

●「あつい夏」（児童向け） 
７月１４日～ 

●「こわい本棚」（児童向け） 

藤岡図書館  

７月上旬～ 

●「自分で作る○○」（一般向け） 
余暇を楽しむのにオススメ！生活を彩る様々な 

モノ、手作りしてみませんか？ 

●「あそぶ」（児童向け） 

都賀図書館            

７月上旬～  

●「栃木再発見！」（一般向け） 
栃木市・大平町・藤岡町・都賀町の合併 

１０年目と、７月３日の渡良瀬遊水地ラムサー

ル条約登録記念日にちなんだ展示。 

●「妖怪横丁」(児童向け) 

大平図書館｜ 

「ウクレレコンサート」 
日時：７月１１日（土） １４時～１５時 

内容：ウクレレ演奏者２名を招いてコンサートを行います。 

場所：大平図書館１階ロビー   

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。 

 

「子ども映画会～ざんねんないきもの事典～」 

日時：７月２８日（火） １４時～１５時  

場所：大平図書館２階 視聴覚室 

対象：幼児～小学生及び保護者   

定員：２０名   

申込：７月１日（水）～ カウンターまたは電話にて 

 

 

西方館   

７月上旬～ 

●「快適まいほーむ」（一般向け） 

●「夏休みの宿題＆自由研究」（児童向け） 

岩舟館  

７月上旬～ 

●「夏めく本」（一般向け） 
●「つめたーいお話」（児童向け） 

栃木図書館 

７月上旬～ 

●「大人の絵本」（一般向け） 
子ども向け絵本とまた違った絵本の世界に

触れてみませんか。 

●「kawaii」（YA向け） 

開催中 
●「七夕」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年６月２０日発行 

栃木図書館｜ 

「親子で楽しむ映画会～がんばれスイミー～」 
日時：７月１８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：１０名 

申込：申込不要、当日直接ご来館ください 

 

藤岡図書館｜ 

「リサイクル市」 
日時：６月２７日（土）～７月３１日（金） 

場所：藤岡図書館２階フロア  

（状況により変更となる場合があります） 

内容：不要になった一般書をお譲りいたします。 

   ※なくなり次第終了となります。 

 

都賀図書館｜ 

「夏の工作会！マイアンブレラ作り！」 
日時：７月２６日（日）１４時～１５時 

場所：都賀図書館２階 視聴覚室 

対象：幼児～小学生（幼児は保護者の付き添い必須） 

定員：１０名 ／ 参加費：３００円 

申込：７月１日（水）～ カウンターまたは電話にて 

 

※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 

「ひんやり」 

いよいよ夏本番！様々な

「ひんやり」を取り入れて

快適に過ごしましょう。 

[ひんやり氷の本] 
前野紀一//著 （栃） 

氷はどこからやってくるのか、つくったり 

食べたりする氷と人とのかかわり、氷の 

科学的な説明と、氷の世界を堪能できる 

１冊。 

[日本懐かしアイス大全] 
アイスマン福留//著 （栃・藤・岩） 

読んだらアイスが食べたくなる！ 昭和の

時代を彩った名作アイスや、今も人気の 

ロングセラー、全国のローカルアイス等、 

１９７０年代後半から８０年代に発売された

アイスをご紹介します。 

[栃木の怖い話] 
由乃夢朗//著 （栃・藤・都） 

いろは坂・華厳の滝などの観光地から、 

大中寺など県内の怖い話を３９話紹介。 

背筋も凍る栃木の怪異でひんやりして 

みませんか？ 

[南極大陸完全旅行ガイド] 
(大・都） 

ペンギンの群れや巨大な氷山など 

さまざまな不思議があるひんやりとした 

世界。 

その南極大陸を旅してみませんか？ 

[ひんやりデザートＢＥＳＴ２００] 
（栃） 

ゼリー、プリン、ババロア、ムース、アイス

クリーム、シャーベット、かき氷…。 

暑い季節に食べたくなるデザートのレシピ

がよりどりみどり。 

[ジェラート、アイスクリーム、 

シャーベット] 
柳瀬久美子//著 （栃・大） 

ジェラート、アイス、シャーベット、いろいろ

な種類のレシピを紹介。冷たいものを 

食べて、ひんやりしませんか。 

[夏を涼しく！ 

おばあちゃんの知恵袋] 
おばあちゃんの知恵袋の会//著 

 （岩・都） 

猛暑の季節の節電対策は、おばあちゃんに

おまかせ！ すだれ、寝ござ、効果的な体の

冷やし方など、今こそ試したい、伝えたい 

日本の夏の知恵。 

[滝] 
森田敏隆//著 （栃・藤） 

虹がかかる滝、滝裏から見る滝、雪解けに

しか出現しない滝…。北海道から沖縄まで

の名瀑２０８本を掲載。四季のある日本だ

からこその美しい滝に心洗われる１冊。 

◆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 

７月１１日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「『だるまさん』シリーズ」 

７月２５日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「さる・るるる・る」 

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 

７月１８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 

７月１６日（木） １０時３０分～１１時 

▽テーマ「そろそろ夏休み」 

☆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 

７月１７日（金） １４時～１５時 

▽テーマ「夏・海・数」 

◆図書館岩舟館◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

場所／岩舟館こどもスペース 

７月１１日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「ようかいむらのびっくりゆうえんち」 

▽紙芝居「おばけちゃんトコトコ」 

▽工作「とびだすおばけ」 

７月２５日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「ようかいむらのなつやすみ」 

▽紙芝居「おばけのおまじない」 

▽工作「とびだすおばけ２」 

◆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 

７月４日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「うさぎのみみちゃん 

たなばたまつり」他 

▽工作 「スイカとかき氷のかべかけ」 

７月１８日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「ポンコちゃんと 

すいかわり」他 

▽工作 「毛糸でつくるうちあげ花火」 

◆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 

７月５日（日）１４時～１４時３０分 

▽絵本「おなかのなかで」 

▽おりがみ工作 

☆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 

７月１８日（土）１０時～１０時４０分 

▽パネルシアター「おふろ だいすき」 

▽ペープサート「おおかみおばけの誕生会」 

▽エプロンシアター「赤ずきん」 

 

◆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＞ 

７月４日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

７月１０日（金）・２４日（金祝） 

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＞ 

７月２６日（日）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：４／６～６／５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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
京都ベストスポット ２０２０/ (西) 

週末フィンランド/岩田リョウコ (栃・大) 

しりとりっぷ！/吉田友和 (栃) 

知識ゼロからの戦争史入門/祝田秀全 (栃・大)  

４９歳、秘湯ひとり旅/松本英子 (都) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

仕事が速い人は、「これ」しかやらない/石川和男 (西) 

世界一受けたいお金の授業/和仁達也 (栃) 

なぜ支店長は飛ばされたのか/加藤直樹 (藤・都) 

被災したあなたを助けるお金とくらしの話/岡本正 (栃・大・岩) 

無敵の定年後/陵水研人 (栃) 

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

あごの痛みが消える！/原節宏 (大・岩) 

昨日も２２時に寝たので僕の人生は無敵です/井上皓史 (藤) 

飲んでる薬、多すぎませんか？/秋下雅弘 (栃) 

左手で字を書けば脳がめざめる/井上肇 (西) 

読むオイル事典/YUKIE (大・都) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
教養として知りたい日本酒/八木・ボン・秀峰 (栃) 

週３レシピ/山口祐加 (藤) 

力尽きレシピ ２/犬飼つな (西) 

はたらく人の元気レシピ/大日本印刷株式会社 (大・岩) 

パッチワークのポーチと小さな袋もの/石川さちこ (岩) 

ベビーグッズ全部見せ ２０２０/ (都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
人生を１冊でふりかえる手作りアルバム/藤井千代江 (大・岩) 

野村克也の「人を動かす言葉」/野村克也 (西) 

はじめての絵手紙百科/小池邦夫 (栃・都) 

昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ/木嶋利男 (栃・大) 

やさしい日本絵画/山下裕二 (大・藤) 

レゴレシピいろんなペット/ケビン・ホール (栃・大) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アベベのぼうけん かんどうの下巻/佐藤雅彦 (栃・大・藤) 

おっちょこ魔女先生/廣嶋玲子 (栃・大・都) 

恐竜のサイエンス/藤子・F・不二雄 (栃・藤) 
くさい！/クライヴ・ギフォード (栃・大) 

言葉屋 ８/久米絵美里 (栃・岩) 

サブキャラたちのグリム童話/斉藤洋 (栃・大・都) 

ふしぎ町のふしぎレストラン ２/三田村信行 (栃・藤・岩) 

まちがいさがしあこがれのお仕事/朝日新聞出版 (藤) 

まんが動物そんなのいるんだ/蛇蔵 (西) 

胸キュン？！日本史/堀口茉純 (栃・大) 

やがて、物語は逆転する/日本児童文学者協会 (栃・藤・都) 

夜のいきもの図鑑/今泉忠明 (栃・大・藤・都・岩) 

（絵本）あたまとんとんたたいたら/中川ひろたか (栃・藤) 

（絵本）どんなふうにみえるの？/林木林 (栃・岩) 

（絵本）はやくちことばのさんぽみち/平田昌広 (栃・藤・都・岩) 

（絵本）へんかしらそうかしら/内田麟太郎 (栃・大・藤・都・西) 

（絵本）ママはかいぞく/カリーヌ・シュリュグ (栃・大) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
妹さえいればいい。 １４/平坂読 (栃) 

オオカミの時間/三田村信行 (栃) 

東大生の勉強法カタログ/ (栃・藤) 

MY MELODY A to Z/グラフィック社編集部 (栃・藤) 

まんがでわかる「have」の本/大竹保幹 (栃・大) 

レイワ怪談 三日月の章/ありがとう・ぁみ (栃・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 

7月1日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月2日 (木) 藤岡第二中学校

7月6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

7月7日 (火) 樋ノ口生協団地 栃木市役所入舟庁舎 市営城内第２団地 サンコーポラス日の出 泉寿園

7月8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

7月9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

7月13日 (月) 星風会（代官荘）

7月14日 (火) 小野寺小学校

7月15日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月16日 (木) 部屋小学校

7月20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

7月22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

7月23日 (木)

7月27日 (月) 星風会（代官荘）

7月28日 (火)

7月29日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月30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

※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）

祝日のため運休

7月21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

※火曜日の「栃木市役所入舟庁舎」ステーションは、７月２１日（火）より「キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（栃木市市民地域交流センター）《旧栃木中央小学校》」に変更になります。

栃木市移動図書館　巡回予定 2020年7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）


