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対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

４月上旬～ 

●「図書館を知る」（一般向け） 

 4月 30日は「図書館記念日」です。もっと図

書館のあれやこれやを知ってみませんか。 

●「イースター」（児童向け） 

●「こどもの日」（児童向け） 

藤岡図書館  

４月上旬～ 

●「得するマネー」（一般向け） 
出費が多くなる時期。家計管理や節約術など、お

金に関する本を集めました。 

開催中 

●「おでかけ」（児童向け） 

都賀図書館            

４月上旬～  

●「わたしのオススメ本」  

新企画！！スタッフが読んだオススメ本コー

ナー開設！！ 

４月中旬～ 

●「こどもの日」(児童向け) 

大平図書館｜ 

「こどもの読書週間 キラキラプレゼント」 
日時：４月２３日（木）～５月１０日（日） 

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 

「選んで楽しい福袋」 
日時：４月２３日（木）～５月１２日（火） 

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。 

西方館   

４月上旬～  

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

岩舟館   

４月上旬～ 

●「おつきあいとマナー」（一般向け） 

●「子どもの読書週間関連展示」（児童向

け） 

 

栃木図書館 
 開催中 
●「わたしの文房具」（一般向け） 
新生活に向けて文房具をリフレッシュ 

してみませんか。 

●「ＹＡ貸出本ランキング 2019」（YA向け） 
●「春を感じよう」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２０年３月２５日発行 

栃木図書館｜親子で楽しむ映画会 

「みんな友だち」ほか 
日時：４月１８日（土） ①１４時～ ②１５時３０分～ 

場所：栃木図書館２階 視聴覚室 対象：未就学児～小学生の親子 

「図書館朗読サロン」 
日時：４月１９日（日）１４時～１５時３０分  

場所：栃木図書館２階 会議室 ／ 定員：３０名 

内容：なつかしの紙芝居＆戯曲を読む 

出演：朗読を楽しむ会 申込：カウンターまたは電話にて受付 

藤岡図書館｜ 

「ふじおか・春の本まつり」 
日時：４月２３日（木）～５月１７日（日）  ／ 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：４月２３日（木）～５月１２日（火） ／ 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：４月２３日（木）～５月１２日（火）  ／ 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：４月２３日（木）～５月１２日（火）   

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。

※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 

「パン」 

ご存じですか？ 

４月１２日は「パン記念日」です。

パンにまつわるおいしい本を 

お届けします！！ 

 

[世界を救うパンの缶詰] ○児  
菅聖子//著 （栃・大・都・岩） 
那須塩原のパン屋さんが、保存食のパン

の缶詰を開発。災害時の非常食だけでな

く、飢餓地域の子どもたちに、そして宇宙

にまで広まる。小さなパン屋さんが世界を

救う「奇跡の缶詰」物語。 

[パンと昭和] 
小泉和子//編 （栃・岩） 
米英色を排する動きが高まる太平洋戦争

下で、パン食が推奨されていた。戦後のＧ

ＨＱの食糧援助もパンの原料の小麦。しか

し日本のパン普及には、調理パンの出現

を待たねばならなかった。 

[ランチパックの本] 
香山哲//著 （栃） 
次々に新たな種類が発売されるランチパッ

ク。著者オススメのランチパック５０種に

は、栃木ご当地のあの味も。アレンジレシ

ピも手軽で美味しそうだ。 

[おかしなパン] 
池田浩明・山本ゆりこ//著 （都） 
パンを愛するふたりが菓子パンについて

語り尽す対話形式のエッセイ集。 

パンとお菓子の豆知識やレシピ、１４０軒

のパン屋情報も収録。 

[地元パン手帖] 
甲斐みのり//著 （栃・大・藤・都） 
馴染みのあの味から、初めて知るパンま

で！著者が全国各地を旅するなかで集め

た、その土地で長年愛される「地元パン」

を２００点以上紹介します。 

[パンとスープとネコ日和] 
群ようこ//著 （栃・藤・都・西・岩） 
突然母を亡くしたアキコは、永年勤めてい

た仕事を辞め、母の食堂を継ぐことになっ

た。メニューは日替わりのサンドイッチとス

ープ、サラダ、フルーツのみ。アキコの愛

おしい日々を描く傑作長篇。 

[サンドイッチノート] 
柴田書店//編 （大） 
パンも具材もはさみ方も多様化しているサ

ンドイッチ。専門店の人気メニュー１６０点

を写真で紹介するとともに、１２の定番サ

ンドイッチの作り方も掲載。 

[世界のパンアレンジブック] 
鈴木理恵子//著 （大） 
世界で愛されているパンの特徴を生かし

たサンドなどのアレンジレシピを紹介。普

段はあまり食べることのないパンの入手

先も紹介。 

◆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 

４月１１日（土） １０時３０分～１１時 

▽絵本「いそがしいよる」 

４月２５日（土） １０時３０分～１１時 

▽絵本「ぶたのたね」 

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 

４月１８日（土） １１時～１１時３０分 

対象：赤ちゃん～未就園児 

スタッフによる小さなお子様向けの 

「おはなし会」です。 

◆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 

４月５日（日） １１時～１１時３０分 

▽テーマ「春」 

☆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 

４月１７日（金） １４時～１５時 

▽テーマ「春・とり・草花」 

 

 ◆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 

４月１１日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「ねこのつけしっぽ」 

▽紙芝居「あ・そ・び・ま・しょ！」 

▽工作「パクパクねこちゃん」 

４月２５日（土） １４時～１４時３０分 

▽絵本「いちばんどりいちぬけた」 

▽紙芝居「ちがうでしょ」 

▽工作「にわとり・ひよこ」 

 

◆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 

４月４日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「５ひきのカエル」他 

▽工作 「ぱくりへび」 

４月１８日（土）１４時～１５時 

▽おはなし会 紙芝居「ポケットポケット」他 

▽工作 「新聞紙のバック」 

◆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 

４月１１日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「しりとりのだいすきなおうさま」 

▽おりがみ工作 

 

 

◆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＞ 

４月４日（土）１４時～１４時３０分 

＜幼児向け＞ 

４月１０日（金）・２４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＞ 

４月２６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：２／６～３／５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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
愛の色いろ/奥田亜希子 (大) 

あたしたち、海へ/井上荒野 (栃・大・藤・都・岩) 

あたしの拳が吼えるんだ/山本幸久 (大) 

犬のかたちをしているもの/高瀬隼子 (大) 

イマジン？/有川ひろ (栃・大・藤・都・西・岩) 

海の十字架/安部龍太郎 (栃・大) 

おとぎカンパニー 日本昔ばなし編/田丸雅智 (都・岩) 

活版印刷三日月堂 ５/ほしおさなえ (西) 

キッドの運命/中島京子 (栃・大・藤・都・岩) 

桔梗の旗/谷津矢車 (大・西) 

狐火の辻/竹本健治 (栃・大) 

今日もお疲れさま/群ようこ (栃・藤・都・西・岩) 

きみと行く満天の星の彼方へ/清涼院流水 (栃・都) 

悔いなく生きよう/瀬戸内寂聴 (栃・大・藤・西・岩) 

熊本くんの本棚/キタハラ (藤) 

首/北野武 (栃・大・藤) 

死後の恋/夢野久作 (栃・大) 

高野山/山本音也 (岩) 

喧騒の夜想曲/日本推理作家協会 (栃) 

ゴーストアンドポリス/佐野昌 (都) 

坂下あたると、しじょうの宇宙/町屋良平 (栃・大・都・岩) 

桜の森の満開の下/坂口安吾 (栃・大) 

サムライの末裔/芹沢光治良 (都)  

小説「安楽死特区」/長尾和宏 (西) 

終の盟約/楡周平 (栃・大・藤・都・岩) 

ドミノ in上海/恩田陸 (栃・大・藤・都・岩) 

七度笑えば、恋の味/古矢永塔子 (大・都) 

花咲小路一丁目の髪結いの亭主/小路幸也 (栃・藤・都・岩) 

春とび娘/原宏一 (栃・都) 

阪急電鉄殺人事件/西村京太郎 (栃) 

まずはこれ食べて/原田ひ香 (栃・藤・都・岩) 

まち/小野寺史宜 (栃・大・藤・岩) 

山の上のランチタイム/髙森美由紀 (都・岩) 

わたしの美しい庭/凪良ゆう(栃・大・藤・都・西・岩) 

（文庫・新書）妖し/恩田陸 他 (栃・藤・岩) 

（文庫・新書）いま、幸せかい？/滝口悠生 (栃・都) 

（文庫・新書）カメの甲羅はあばら骨/川崎悟司 (大・藤・岩) 

（文庫・新書）かりそめ夫婦はじめました/菊川あすか (都) 

（文庫・新書）芸人と影/ビートたけし (大・都・岩) 

（文庫・新書）裁判官失格/高橋隆一 (都) 

（文庫・新書）なぜ武士は生まれたのか/本郷和人 (栃) 

（文庫・新書）BARへ行こう。/太田和彦(栃) 

（文庫・新書）文豪たちの怪しい宴/鯨統一郎 (栃) 

（文庫・新書）老人の美学/筒井康隆 (栃・都・岩) 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アイラブ台湾屋台めし 台南編/フジナミコナ (大)  

おいしい魚の店 ２０２０(都) 

お得に可愛く！週末女子旅 (藤・都) 

サイクリストのための百名峠ガイド (西) 

城割の作法/福田千鶴 (栃) 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

アート・イン・ビジネス/電通美術回路 (栃) 

イマドキ部下のトリセツ/麻野進 (大) 

親リッチ/宮本弘之 (西) 

科学的な適職/鈴木祐 (大・岩) 

ビジネス用語図鑑/マイストリート (栃・大・藤) 

マンガでわかる投資信託入門/鈴木一之 (藤) 

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

おうちでお灸/佐藤宏子 (藤・都) 

おとなのワクチン/中山久仁子 (大) 

サプリメントの正体/田村忠司 (西) 

デリケートゾーンケアの教科書/神藤多喜子 (栃・都) 

マスクの品格/大西一成 (大) 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
クックパッド総決算 ２０２０ (西) 

３分から作れる！簡単おつまみ (西) 

ジーンズで袋物 (藤) 

ナンバーケーキ/加藤里名 (栃・都) 

プリン本 (大・都) 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
映画で楽しむ宇宙開発史/日達佳嗣 (都・岩) 

キャンプ雑学大全 ２０２０/牛田浩一 (大) 

タカラヅカの解剖図鑑/中本千晶 (都・岩) 

なかよし Art Book/講談社 (西) 

MINIATURE LIFE/MINIATURE CALENDAR (藤) 

落語暦/宮原勝彦 (栃) 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アイロンビーズで作るすみっコぐらし/大倉ちはる (藤・西) 

おとのさま、にんじゃになる/中川ひろたか (栃・大・藤) 

きっと、物語はよりそう/日本児童文学者協会 (栃・大・藤・都) 
そこが知りたい！発明と特許 １/こどもくらぶ (栃・都) 

ねこと王さま/ニック・シャラット (藤・都) 

まいごのしにがみ/いとうみく (大) 

まんが百人一首事典/渡部泰明 (藤・西) 

ムーンヒルズ魔法宝石店 ３/あんびるやすこ (栃・大・都・藤・岩) 

リカちゃんドレスコレクション/キャラぱふぇ編集部 (大・都) 

令和のこころ/上野誠 (都) 

ワクワク！心理ゲーム大じてん/ココロラボラトリーズ (藤・西) 

「いただきます」を考える/生源寺眞一 (栃・大・都) 

（絵本）いわし大王のゆめ/チョンミジン (大・都・岩) 

（絵本）おやすみカービィ/るるてあ (藤) 

（絵本）だいずさんちはだいかぞく/まつくらくみこ (大・都) 

（絵本）パンダ星/そら (大・藤・西) 

（絵本）マルをさがして/山本久美子(栃・都) 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
音楽ってなんだろう？/池辺晋一郎 (栃・大) 

霧見台三丁目の未来人/緑川聖司 (栃・都) 

地獄の楽しみ方/京極夏彦 (栃・大) 

ソードアート・オンライン ２３/川原礫 (栃) 

鬼滅の刃 しあわせの花/吾峠呼世晴(藤) 

若い人のための１０冊の本/小林康夫 (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 

4月1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

4月2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

4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

4月7日 (火)

4月8日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月9日 (木)

4月13日 (月) 星風会（代官荘）

4月14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

4月15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

4月16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

4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

4月21日 (火)

4月22日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月23日 (木)

4月27日 (月) 星風会（代官荘）

4月28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

4月29日 (水)

4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）

栃木市移動図書館　巡回予定 2020年4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

□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）

真名子小学校

西方小学校 真名子小学校


