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今月の企画展 

大平図書館  

５月上旬～ 

●「空をみよう」（一般向け） 
 ゆっくり空を見上げていますか？朝晩問わず、

空のいろいろな変化をお楽しみください。 

●「母の日」（児童向け） 
●「ともだち」（児童向け） 

藤岡図書館  

５月上旬～ 

●「おうちを楽しむ～目指せ！ウチ充～」
（一般向け） 
家の中での生活を充実させるヒントとなるよう、

様々な本をご紹介します！ 

開催中 

●「あたらしいぼく、わたし」（児童向け） 

都賀図書館 

５月上旬～  

●「社会人１年生へ『困ったときに読んでみ

よう！』」 （一般向け） 
文書作成や電話応対など、様々なビジネスマナー

習得をお助けします！ 

５月中旬～ 

●「おでかけ」(児童向け) 

大平図書館｜ 

「選んで楽しい福袋」 
日時：５月１２日（火）まで 

内容：テーマの決まった袋に３冊入っています。いろいろな本との出会いを 

お楽しみください。 一般向けと児童向けがあります。 

「こどもの読書週間 キラキラプレゼント」 
日時：５月１０日(日)まで 

内容：３冊以上貸出のあった幼児・児童に景品をプレゼントします。 

場所：大平図書館１階カウンター 

西方館   

５月上旬～  

●「春のコミックエッセイフェア（健康・生活
編）」（一般向け） 
●「はるがきたよ」（児童向け） 

岩舟館 

5月上旬～ 

●「ストレス解消」（一般向け） 
開催中 

●「こどもの読書週間関連展示」 
（児童向け） 
 

栃木図書館  

開催中 

●「Dear ドクター」（一般向け） 
日々頑張っている医療関係者の皆様に感謝

を込めて、医療小説を特集します。 

●「デビュー」（YA向け） 

●「こどものひ」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年 4月２５日発行 

栃木図書館｜ 

「こどもの読書週間」 
日時：５月１２日（火）まで 

場所：栃木図書館１階カウンター 

内容：①期間中に５冊以上本を借りた未就学児～小学生に、図書館オリジナ 

しおりをプレゼント（なくなり次第終了） 

②来館した未就学児～小学生に、「ミニこいのぼり」を塗ってもらい、 

館内に展示します。 

藤岡図書館｜ 

「ふじおか・春の本まつり」 
日時：５月１２日（火）まで  場所：藤岡図書館１階 ロビー  

内容：１日１回の貸出につき、１スタンプ。５スタンプ集めたら、雑誌の付録を 

プレゼント！ 

対象：幼児～小学生   先着：３０名程度 

図書館西方館｜こどもの読書週間 

「本を読んで缶バッチをもらっちゃおう！」

日時：５月１２日（火）まで  場所：西方館カウンター 

対象：幼児～小学生

内容：期間中、１回の貸出につき本を５冊以上借りてくれた、幼児から小学生に

缶バッチをプレゼント

都賀図書館｜ 

「こどもの読書週間 そうだ！図書館へ行こう！」 
日時：５月１２日（火）まで   場所：都賀図書館１階 ロビー  

対象：幼児～小学生 

内容：期間中３回の来館と貸出冊数１５冊をクリアすると先着３０名に 

本や雑誌の付録をプレゼント！参加賞もあり！ 

図書館岩舟館｜「こどもの読書週間特別企画―ぼく

の！わたしの！とびっきりの１冊」
日時：５月１２日（火）まで   

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。 

対象：幼児～児童 

2020・第 62回 子どもの読書週間 

※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 

 

今月のテーマは 

「休む」 

ゴールデンウィークの連

休にちなみ、休暇の取り

方や心身の休め方などの

本をご紹介します。 

[おやこデート] 
杉浦さやか//著 （大・藤・都） 
家族とでかけた思い出は、大人になってか

らもキラキラ輝く宝物。 

近所の公園でリフレッシュ、おいしいごは

んにショッピングなど、おすすめコースとス

ポットを８０件以上紹介。 

[寝るだけ整体] 
田中宏//著 （大） 
首の下にバスタオルでつくった枕を置いて

寝るだけで、腰痛・肩こり・頭痛を改善でき

る「寝るだけ整体」を紹介。 

症状が改善するしくみも解説する。 

[ドイツ人はなぜ、１年に１５０

日休んでも仕事が回るのか] 
熊谷徹//著 （栃） 
休暇をたくさん取りながら好景気を続け、 

１人当たりＧＤＰも日本より上。 

働き方改革に取り組む日本が、休み方の

参考としたい 1 冊。 

[「疲れない」が毎日続く！ 

休み方マネジメント] 
菅原洋平//著 (大・都） 

自分で働き方と休み方をマネジメントする

には？脳の負担を減らして、働きながら休

息できる習慣のつくり方を伝授する。 

[『お風呂の愉しみ』 

レシピシリーズ] 
前田京子//著 （栃・大・都） 
オイルや塩、はちみつ、砂糖、ミルク、ハー

ブ、お酒類など、安全な天然素材を組み合

わせてつくる、手作り入浴剤のレシピを紹

介する。 

[人間をお休みして 

ヤギになってみた結果] 
トーマス・トウェイツ//著 （栃） 
仕事のない著者が休んだのは「人間」、そ

して代わりにヤギになる。 

文字通り体を張ってその生態に迫り、見事

イグ・ノーベル賞を受賞するのである。 

[休日が楽しみになる昼ごはん] 
小田真規子//著 （岩・都） 
昼下がりの釜玉うどん、卵だけサンドイッ

チ、解放ハンバーガー…。 

麵、お米、パンを使った年間約１２０日ある

休日のお昼ごはんが楽しくなるメニュー&レ

シピが満載。 

[親子でからだあそび] 
佐藤弘道//著 （栃・大・藤） 
休みの日に、子どもと何をして遊んだらい

いかよくわからないあなたへ！タオルやレ

ジ袋など、身近なものを使った遊びをご紹

介。年齢の目安を明記した、遊びの種類

別索引付き。 

◆栃木図書館◆ 
☆りんごの会 おはなしひろば 

場所／１階 おやこルーム 

５月９日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「そらまめくんのベッド」 

５月２３日（土）１０時３０分～１１時 

絵本「てとてとて」 

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 

５月１６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 

５月２１日（木） １０時３０分～１１時 

▽テーマ「おとうさん、おかあさん」 

☆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 
５月１５日（金） １４時～１５時 

▽テーマ「ちょう・生活・遊び」 

◆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 

５月９日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「おかあさんありがとう」 

▽紙芝居「だれかさん、だあれ？」 

▽おりがみ「カーネーション」 

５月２３日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「のはらのせんたくやさん」 

▽紙芝居「おべんとうわくわくせーのパカッ！」 

▽工作「おべんとう」 

◆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 

５月２日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「ピノキオ」他 

▽工作 「母の日カーネーション＆メッセージカード」 

５月１６日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「一寸ぼうし」他 

▽工作 「ぴょんぴょんぱくり」 

◆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 

５月９日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「かえると王かん」 

▽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 

５月１６日（土）１４時～１４時２０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」 

 

◆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＞ 

５月２日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

５月８日（金）・２２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＞ 

５月２４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：３／６～４／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
いかがなものか/群ようこ (大) 

ウミガメみたいに飛んでみな/木村椅子 (栃) 

鉛筆印のトレーナー/庄野潤三 (大) 

おっぱいエール/本山聖子 (都) 

紙鑑定士の事件ファイル/歌田年 (都) 

看守の流儀/城山真一 (大) 

かんばん娘/志川節子 (大・都) 

希望と殺意はレールに乗って/山本巧次 (栃・大・西) 

今日も町の隅で/小野寺史宜 (栃・大・藤・岩) 

去年の雪/江國香織 (栃・大・藤・都) 

空洞電車/朝倉宏景 (大) 

国道食堂 1st season/小路幸也 (大・藤・都・岩) 

最高の任務/乗代雄介 (大・藤・都) 

さいはての家/彩瀬まる (栃・大・都・岩) 

さよならが言えるその日まで/高木敦史 (大) 

三年長屋/梶よう子 (栃・大・藤・都・岩) 

シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗/高殿円 (栃・都) 

シャガクに訊け！/大石大 (大) 

十字架のカルテ/知念実希人 (栃・大・藤・都・岩) 

神域 上・下/真山仁 (栃・大・藤・岩) 

戦時大捜査網/岡田秀文 (大) 

小さき者たち/粕谷知世 (大) 

地に這うものの記録/田中慎弥 (大) 

てしごと/あさのあつこ (栃・藤・都・岩) 

天穹の船/篠綾子 (栃・大) 

嫁ぐ日/諸田玲子 (栃・大・藤・都) 

なないろ/夏樹玲奈 (栃) 

野守虫/柴田哲孝 (栃・大・藤) 

発注いただきました！/朝井リョウ (栃・大・藤・都・西・岩) 

緋色の残響/長岡弘樹 (栃・大) 

ひこばえ 上・下/重松清 (栃・大・藤・都・岩) 

丸の内魔法少女ミラクリーナ/村田沙耶香 (栃・大・藤・岩) 

宿借りの星/酉島伝法 (栃) 

夜がどれほど暗くても/中山七里 (栃・大・藤・都・西・岩) 

（文庫・新書）〈英国紳士〉の生態学/新井潤美 (栃) 

（文庫・新書）縁切寺お助け帖 ２/田牧大和 (栃・大) 

（文庫・新書）女は筋肉男は脂肪/樋口満 (栃) 

（文庫・新書）かんぽ崩壊/朝日新聞経済部 (都・岩) 

（文庫・新書）消えた警官/安東能明 (西) 

（文庫・新書）サバヨミ！/パメラ・レドモンド (栃) 

（文庫・新書）スマホの中身も「遺品」です/古田雄介 (藤・都) 

（文庫・新書）２１世紀落語史/広瀬和生 (栃) 

（文庫・新書）ヒトラーの毒見役/ロッセラ・ポストリノ (栃) 

（文庫・新書）室町の覇者足利義満/桃崎有一郎 (栃) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
美味しい！可愛い！大人の台湾めぐり/竹永絵里 (都) 

皇子たちの悲劇/倉本一宏 (栃・大) 

おひとりさま専用ｗａｌｋｅｒ ２０２０ (藤)  

るるぶドライブ関東ベストコース ’２１ (栃・藤・岩) 

わかりやすい自分史の手引き/池田勝徳 (大) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

新しい就活/佐藤裕 (栃・大・岩) 

実は、仕事で困ったことがありまして/寺下薫 (栃・藤) 

好かれる人のモノの言い方事典/澤野弘 (藤・都・岩) 

スゴい！行動経済学/橋本之克 (大) 

超かんたん！はじめてのスマホ決済/和田由貴 (西) 

マンガでわかる！対人関係の心理学/ゆうきゆう (西) 

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

「アレルギーにならない」子どもが育つ本/石原新菜 (藤・都) 

からだとこころを整える/田中のり子 (藤・岩) 

しあわせ歯ならびのつくり方/浅川幸子 (大・西) 

わかる公衆衛生学・たのしい公衆衛生学/丸井英二 (大・都) 

やってはいけない健康診断/近藤誠 (西) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
おいしくやせる！簡単スパイスカレー/印度カリー子 (栃・都) 

超カンタン！手づくりの通園・通学グッズ/寺西恵里子 (栃・岩) 

ボウルひとつでこねずにできる本格パン/藤田千秋 (栃・大) 

ママとパパのはじめての妊娠・出産事典/藤井知行 (大・藤) 

わたしの家事ルール/DEZAKO (藤) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
漢字のくずし方ハンドブック/浅倉龍雲 (栃・大) 

ゴルフきれいなインパクトの作り方/谷将貴 (大) 

将棋指しの腹のうち/先崎学 (栃・大) 

タカラヅカレビュー！/橘涼香 (都) 

はたらく浮世絵/歌川広重（３代目） (栃・藤・都) 

宮下草薙の不毛なやりとり/宮下草薙 (藤) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
うんどう基礎のきそ １/こどもくらぶ (栃) 

かわいい手芸どうぶつ １/C・R・Kdesign (栃・岩) 

グレタのねがい/ヴァレンティナ・キャメリニ (都・岩) 
しまふくろうの森/前川貴行 (栃・大) 

スマート農業の大研究/海津裕 (栃・大・藤) 

でかいケツで解決デカ/小室尚子 (大・藤・西) 

ないしょのウサギくん/堀田けい (都) 

TOKYO忍者ロードマップ/時羽紘 (藤・西) 

ほねほねザウルス ２２/ぐるーぷ・アンモナイツ (栃・藤・都・岩) 

ミサンガ/フロランス・ベロー (大・都) 

リア友トラブル/長江優子 (栃・大) 

歴史のなかの子どもたち/フィリップ・ウィルキンソン (栃) 

（絵本）えんまだいおうごいっこう/中尾昌稔 (栃・大・都・岩・西) 

（絵本）くまのテセウス/かねこあつし (藤・都) 

（絵本）世界一やさしいレストラン/かめ吉 (大・都) 

（絵本）ちちゃこいやつ/ロブ・ハドソン (大・藤・西) 

（絵本）美術館にいってみた/赤木かん子 (大・都) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アラルエン戦記 １４/ジョン・フラナガン (栃) 

蜘蛛ですが、なにか？ １２/馬場翁 (栃) 

心霊写真は語る/中村まさみ (栃・西) 

天才たちの人生図鑑/山﨑圭一 (栃・都・岩) 

ぼくらの中の「トラウマ」/青木省三 (栃・大) 

もしも桃太郎が少年ジャンプの連載だったら/スエヒロ (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 

5月4日 (月)

5月5日 (火)

5月6日 (水)

5月7日 (木) 藤岡第二中学校

5月11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

5月12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

5月13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

5月14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

5月18日 (月) 星風会（代官荘）

5月19日 (火) 小野寺小学校

5月20日 (水) 川原田団地 大町公民館

5月21日 (木) 部屋小学校

5月25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

5月26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

5月27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

5月28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）

□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5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

祝日のため運休

祝日のため運休

移動図書館を 

利用して 

みよう！！ 

市内の各図書館をあじさい号が

巡回します。 

たくさんの本を乗せたあじさい

号をぜひ利用してみよう！ 
 

＜巡回日程＞ 

５月２日（土） 西方／１０時～１２時・都賀／１３時３０分～１５時３０分 

５月３日（日・祝） 大平／１０時～１２時・岩舟／１３時３０分～１５時３０分 

５月５日（火・祝） 藤岡／１０時～１２時・栃木／１３時３０分～１５時３０分 


