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大平図書館｜「大平図書館 市民フェスタ」 
日時：１０月２３日（土）・２４日（日） 

内容：①「森の木の実のルームライトづくり」（申込制） 

    ②「UV レジンでキーホルダーを作ろう」（申込制） 

    ③「NPO 法人クローバー」クッキー等販売 

    など 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 

 

 

栃木図書館｜「図書館市民フェスタ」 
日時：１０月３０日（土）・３１日（日） 

内容：①雑誌と本のリサイクル市 

    ②マインクラフトの世界で体験！「プログラミング教室」（小学生） 

    ③保健師・看護師による「まちの保健室」（一般） 

    ④「本の世界に入ってみよう！」 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

１１月上旬～ 

●「Let’s クリエイト」（一般向け） 

創作活動に興味・関心がある方もない方も、創作

してみませんか？創作したくなる本を集めました。 

●「未来への道しるべ」（YA 向け） 

●「もりのなかまたち」（児童向け） 

西方館  １１月上旬～  

●「お金に強くなる！」（一般向け） 

●「ス・ス・スイ～ツなほん」（児童向け） 

岩舟館  １１月上旬～ 

●「そろそろ大掃除はじめませんか？」 

（一般向け） 

●「いーっぱい食べよう！」（児童向け） 

栃木図書館  １１月上旬～ 

●「おいしい本」（一般向け） 
食欲の秋をいっそう彩る、実り豊かなグルメ小説。 

●「冬」（視聴覚） 
開催中 

●「いにしえの心」（YA 向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年１０月２０日発行 

藤岡図書館｜「ふじおか 秋の図書館まつり」 
日時：１１月７日（日） 

内容：①雑誌リサイクル市 

    ②絵本カバーバッグプレゼント 

    ③ワークショップ「ダブルアイスのストラップをつくろう」（申込制） 

    ④ワークショップ「レインボースティックをつくろう」（申込制） 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 

※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、新型コロナ感染症拡大の状況等により、中止もしくは延期となることがございます。 

藤岡図書館  

１１月上旬～ 

●「整える」（一般向け） 
心も体もお部屋も・・・。乱れをリセットして、 

スッキリ過ごしてみませんか？ 

●「さぁ、ぼうけんだ！」（児童向け） 

都賀図書館  

１１月上旬～  

●「秋小説」 （一般向け） 

秋の夜長にぴったりの小説を 

選んで展示します。 

●「てんきの本」(児童向け) 

西方館｜「市民フェスタにしかた２０２１」 
日時：１０月２３日（土）・２４日（日） 

内容：①ぬいぐるみおとまり会（幼児・児童向け。申込制） 

②本と雑誌のリサイクル市 

③にしかたスーパーくじ（はずれなし） 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 

都賀図書館｜「都賀図書館 市民フェスタ」 
日時：１１月７日（日） 

内容：①雑誌リサイクル市 

②とちぎ花センター 

出張体験教室「クリスマスリース作り」と花の直売会 

③「ゆーあい工房」 お菓子と木工品の販売 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 

岩舟館｜「図書館市民フェスタ in いわふね」 
日時：１０月３０日（土） ・３１日（日） 

内容：①「ふろくじ！付録をくじでもらっちゃおう！」 

②雑誌リサイクル提供 

※詳細はポスター・チラシ・HP 等をご覧ください。 
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※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 

◆栃木図書館◆ 

☆りんごの会 おへやでおはなしひろば 

１１月１３日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ねずみのすもう」他 

１１月２７日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「月ようびはなに食べる？」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：1階エントランス横 

☆出張えほんデビュー 

１１月９日（火）１１時～１１時３０分 

▽絵本の読み聞かせ・手遊び・かんたん工作他 

対象：幼稚園・保育園入園前の親子 

(親子 5組まで) 

場所：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)内 1F交流スペース 

◆都賀図書館◆ 

☆おはなしボランティア“たんぽぽ”のおは

なし会 

１１月１３日（土）１４時～ 

▽パネルシアタ－「へっぷりよめさま」他 

☆スタッフのおはなし会 

１１月２１日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「こころもりの冬じたく」他 

 場所：２階視聴覚室 

 

◆図書館岩舟館◆ 

☆「あのね…の会」によるおはなし会 

１１月１３日（土）１４時～１４時３０分 

▽ペープサート「さるかにがっせん」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

☆いわふねおはなしキャラバンによる 

おはなし会 

１１月２７日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「くまさんおへんじどうしたの」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

◆大平図書館◆ 

☆おはなししゃぼんだまの 

“絵本の読み聞かせ” 

１１月６日（土） 

１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１１月１２日(金)・２６日(金) 

１０時３０分～１１時 

対象：幼児向け 

場所：１階児童クラブ室 

☆スタッフのおはなし会 

１１月２８日（日） 

１１時～１１時２０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

場所：１階児童クラブ室 

◆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 

１１月６日（土）１４時～１４時３０分 

▽「スズムシくんとパーティーの 

よる」他 

１１月２０日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ケーキやさんのうれしいひ」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆おはなしボランティア 

 「おはなし☆きらら」おはなし会 

１１月１９日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「音・色・乗り物」 

場所：児童書コーナー 

 

[営繕かるかや怪異譚] 
小野不由美//著 （栃・大・都・西・岩） 
 

雨の日の袋小路、鈴の音とともに佇む喪

服姿の女を、決して家に入れてはいけな

い。他 6 篇からなる住居にまつわる怪異を

営繕屋・尾端が鮮やかに修繕する。 

[あかんべえ] 
宮部みゆき//著（栃・大・藤・都・西・岩） 

 

江戸・深川の料理屋「ふね屋」。ある日突

然、成仏できずにいる亡者・おどろ髪が 

現れる。しかし、この屋敷にはおどろ髪以

外にも亡者が住み着いており…！ 

[彼女について] 
よしもとばなな//著 （栃・大・都・岩） 
 

由美子は、いとこと二人、失われた過去

を探す旅に出た。どこまでも暗く、哀しみ

に満ちた世界でも、柔らかくあたたかい

魔法が包む。 

[お化け屋敷で科学する！] 
日本科学未来館//著 （栃・大） 

 

「怖い」って、どういうこと？様々な研究

成果やエピソードを交えて、「恐怖」という

感情の正体に迫る。 

[もののけの日本史] 
小山聡子//著 （栃・大） 

 
近代以降、根拠がないものとして否定さ

れつつも、怪異は根強い人気を博し人々

の興味を引き付けてやまない。モノノケの

系譜をたどりながら、日本人の生死観、

霊魂観に迫る。 

[実話怪談幽霊百話] 
左右田秋満//著 （大） 
 

明治期の『幽霊一百題』が怖さがさらに

つのる今の読みやすい言葉で蘇る。 

[ヒソヒソ話したくなる 180 秒の

怖い話] 
並木伸一郎//著 （藤） 

 

読んだら誰かに話したくなる！？180 秒

で読める、怖い話が満載のショートストー

リー集。 

[浮世絵でみる！お化け図鑑] 
中右瑛//著 （栃・大） 
 

東海道四谷怪談のお岩、皿屋敷のお

菊、牡丹灯籠のお露、源平合戦の亡者、

酒呑童子、九尾の狐、はたまた化け猫ま

で北斎・広重・国芳・芳年らが描く妖怪の

浮世絵１４０点以上を掲載する。 

 

今月のテーマは 

「おばけ」 
 

10 月 31 日はハロウィンの日です。 

かぼちゃのおばけが有名(？)ですね。 

そんな日にちなみ「おばけ」を特集しま

した。 
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※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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
医学のつばさ/海堂尊（栃・大・藤・都・岩） 

ｉｎｖｅｒｔ/相沢沙呼（栃・大・藤・都） 

噂を売る男/梶よう子（大・藤・都・西・岩） 

炎上フェニックス/石田衣良（大） 

貝に続く場所にて/石沢麻依（栃・大・藤・都・西・岩） 

葛登志岬の雁よ、雁たちよ/平石貴樹（西） 

仮面/伊岡瞬（栃・大・藤・西） 

硝子の塔の殺人/知念実希人（栃・大・藤・都・西・岩） 

川のほとりで羽化するぼくら/彩瀬まる（大） 
君が消えた夏、僕らは共犯者になった/蒼木ゆう（大・藤） 

君と歩いた青春/小路幸也（栃・大・藤・都・西・岩） 

兇人邸の殺人/今村昌弘（栃・大・藤・都・西・岩） 

この場所であなたの名前を呼んだ/加藤千恵（大・都） 

コロナ狂騒録/海堂尊（大） 

朔が満ちる/窪美澄（栃・大・藤・都・岩） 

女子大小路の名探偵/秦建日子（大） 

大連合/堂場瞬一（栃・大・藤・都・西・岩） 

たそがれ大食堂/坂井希久子（大） 

チンギス紀 １１/北方謙三（栃・大・都・岩） 

遠巷説百物語/京極夏彦（栃・大・岩） 

透明な螺旋/東野圭吾（大） 

バニラな毎日/賀十つばさ（都） 

万事オーライ/植松三十里（大） 

パンダより恋が苦手な私たち/瀬那和章（栃） 

本が紡いだ五つの奇跡/森沢明夫（大） 
白光/朝井まかて（栃・大・藤・西・岩） 

まりも日記/真梨幸子（栃・大・岩） 

三毛猫ホームズの懸賞金/赤川次郎（栃） 

ミステリー・オーバードーズ/白井智之（栃） 

婿どの相逢席/西條奈加（栃・大・藤・都・西・岩） 

屋根裏のチェリー/吉田篤弘（藤） 

我が産声を聞きに/白石一文（栃・大・藤・岩） 

わたしのいないテーブルで/丸山正樹（大） 

お茶のお供にお話を/アリス・テイラー（栃） 

大草原の小さな家で/スティーブン・Ｗ・ハインズ（栃） 

捕食者/モーリーン・キャラハン（大） 

（文庫・新書）越境者/Ｃ・Ｊ・ボックス（栃） 
（文庫・新書）隠れの子/小路幸也（栃・大・都） 

（文庫・新書）大変、申し訳ありませんでした 
/保坂祐希（西・岩） 

（文庫・新書）トライアングル・ビーチ/林真理子（藤） 
（文庫・新書）なんきん餡と三角卵焼き/高田在子（都・西） 
（文庫・新書）ネコとカレーライス/藤野ふじの（岩） 
（文庫・新書）バチカン奇跡調査官/藤木稟（栃） 
（文庫・新書）ハレルヤ！/重松清（栃・大・西） 

（文庫・新書）一夜の夢/佐伯泰英（栃・藤・都・岩） 

（文庫・新書）不要不急の男/土屋賢二（栃・西） 
（文庫・新書）わらべうた/宮部みゆき（栃・藤・西） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
今に息づく江戸時代/大石学（栃） 
お一人さま逃亡温泉/加藤亜由子（大・都・岩） 
オリエント急行/櫻井寛（栃・大） 
攻略！東京ディープチャイナ 

/東京ディープチャイナ研究会（栃） 
３６５日でわかる日本史/八幡和郎（都） 

●ビジネス・経済・経営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

イラストで学べる地域通貨のきほん/大澤佳加（栃・大） 
会社の「偏差値」/坂本光司（栃） 
起業の仕方見るだけノート/今井孝（栃） 
大恐慌の勝者たち/玉手義朗（栃） 
らくがきファイナンス/ティナ・ヘイ（栃・大） 

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

依存症がわかる本/松本俊彦（大） 
オンナたちの甲状腺/山内泰介（大・都・西） 
血糖値にホントにいいこと帳/板倉弘重（都） 
ザ・ラストダイエット/木村悠（西） 
寝る前１分の入眠ストレッチ（栃） 
●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
かおり的家ご飯/桃井かおり（西） 
カンロ飴食堂へようこそ/カンロ株式会社（栃・都） 
かんたん！フリージング離乳食/太田百合子（大） 
ダーニング刺繍/ミムラトモミ（栃） 
リュック作り教室/水野佳子（栃・大） 
●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
生きがいのボランティアおもちゃドクター/市来歳世彦（栃・都・岩） 
絶滅生物の折り紙/川畑文昭（栃） 
＃大好きマイクロブタさん/ｍｉｐｉｇ（大・西） 
魂を撮ろう/石井妙子（大） 
やってみよう！車中泊/大橋保之（栃・岩） 
●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
頭が良くなるアウトプット/齋藤孝（栃・大） 
命の境界線/今西乃子（栃・大） 
Ｆができない/升井純子（大） 
おすしかめんサーモン/土門トキオ（栃・大・藤） 
開廷！こども裁判/山崎聡一郎（大・藤・都） 
かずさんの手/佐和みずえ（栃・大・藤・都・岩） 
ＪＳのトリセツ １/雨玉さき（都・西） 
セカイのハテナ/藤咲あゆな（栃） 
絶対好きにならない同盟/夜野せせり（西） 
てっぺん！/相羽鈴（大） 
友だちは図書館のゆうれい/草野あきこ（栃・大・都・岩） 
ニイハオ大飯店のひみつ/こわいはなし倶楽部（栃・大・都・西） 
妖怪一家の時間旅行/富安陽子（栃・大・藤・都） 

ルビと子ねこのワルツ/野中柊（栃・大・都） 
（絵本）いつつごうさぎとうみのほうせき 

/まつおりかこ（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）おおきなかべがあったとさ/サトシン（栃・大・都・西） 

（絵本）おばけのパンやさん/いちよんご（栃・大・西） 
（絵本）火星は…/スザンヌ・スレード（栃・大・都） 
（絵本）じはんきくん/おおいじゅんこ（栃・大・藤・都・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
生きる力ってなんですか？/齋藤孝（栃・大・都・岩） 
ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検/盛口満（栃・大） 
１４歳からの新しい音楽入門/久保田慶一（栃・大・岩） 
世界でいちばん素敵なＳＤＧｓの教室/小林亮（栃・藤） 

夏休みルーム/はやみねかおる（栃・大・藤・都） 
 

栃木・大平・藤岡・都賀・西方・岩舟  新着図書のご案内 （一部をご紹介いたします。受入期間：９／１～９／３０まで） 
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11月1日 (月) 星風会（代官荘）

11月2日 (火)

11月3日 (水)

11月4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

11月8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

11月9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

11月10日 (水) 川原田団地 大町公民館

11月11日 (木) 藤岡第二中学校

11月15日 (月) 星風会（代官荘）

11月16日 (火) 小野寺小学校

11月17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

11月18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

11月22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

11月23日 (火)

11月24日 (水) 川原田団地 大町公民館

11月25日 (木) 部屋小学校

11月29日 (月) 星風会（代官荘）

11月30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・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）

真名子小学校

□火曜日｜【小野寺小】13時00分～13時45分（一般の方はご利用いただけません）

祝日のため運休

祝日のため運休

真名子小学校

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年11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

  

 

 

 

 

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 

栃木図書館と大平図書館に除菌機を設置しましたので、

ぜひご利用ください。 

ご自由にご利用いただけます。 

操作で不明な点がありましたら職員にお尋ねください。 

私物の持ち込み等による使用はご遠慮ください。 

本の除菌機を導入しました 

 除菌機に入らない大型本など、一部ご利用できない本も 

あります。 

冊数が多い場合、次にお待ちの方がいたらお譲りください。 

順番待ちの際は、前の方との間隔を十分に保ってお待ち 

ください。 


