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大平図書館｜「大平図書館バリアフリー週間」 
期間：１２月１日（水）～１２月１２日（日） 

内容：①バリアフリー上映会『僕らのごはんは明日で待ってる』 

（１２月４日（土）１４時～。事前申込制） 

    ②手話講座（１２月１２日（日）１４時～。事前申込制） 

    ③リーディングトラッカー配布（なくなり次第終了） 

④展示「ピクトグラム紹介」 

対象：①小学生以上 ②小学生以上の親子  定員：①１５人 ②親子５組 

申込：大平図書館カウンターまたは電話にて受付中 

栃木図書館｜ 
「みんなで考える朗読会 人権ってなんだろう」 
日時：１２月１９日（日） １３時３０分～ 

出演：りんごの会 定員：１５名 

内容：「マリアンは歌う」「はせがわくんきらいや」 

「ぼくの図書館カード」「どんなかんじかなあ」 

場所：栃木図書館２階会議室／視聴覚室 

申込：栃木図書館カウンターまたは電話にて受付中 

 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

開催中 

●「大人のクリスマス」（一般向け） 

大人でも楽しみたいクリスマス！部屋を飾り、 

料理を作り、どのように楽しみますか？ 

１２月上旬～ 

●「天使と悪魔」（一般向け） 

●「ひこうきビューン！」（児童向け） 

西方館  １２月上旬～  

●「にしかたランキング２０２１」（一般向け） 
●「クリスマス」（児童向け） 

岩舟館  １２月上旬～ 

●「脳を活性化！」（一般向け） 

●「サンタさんまってるよ メリークリスマス」 

（児童向け） 

栃木図書館  １２月上旬～ 

●「覚え違いタイトル」（一般向け） 
福井県立図書館発「覚え違いタイトル集」から当

館所蔵本を展示。正しいタイトル、当ててみて！ 

●「Book of the Year」（スタッフおすすめ） 
１２月下旬～ 

●「まとめ・要点・総復習」（YA向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年１１月２０日発行 

藤岡図書館｜「クリスマスコンサート」 
日時：１２月１９日（日）１１時～１２時 

出演：ふじおかおはなし会『コロポックル』 

対象：幼児～一般  定員：１０名程度 

場所：藤岡図書館 ２階視聴覚室 

申込：１２月１日（水）より 

藤岡図書館カウンターまたは電話にて受付 

※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  

１２月上旬～ 

●「コレでバッチリ 年末年始」（一般向け） 
忙しい年末年始の味方！大掃除や 

おせち等に関する、役立つ資料を集めました。 

●「あったか ふゆのほん」（児童向け） 

都賀図書館  

１２月上旬～  

●「ゆく年くる年」 （一般向け） 

年末年始に関する様々な本を展示します。 

●「お正月」(児童向け) 

西方館｜「冬のおたのしみ！クリスマスプレゼント」 
期間：１２月１４日（火）～１２月２５日（土） 

内容：本を借りてくれた方に、手作りのクリスマスカードをプレゼント！ 

場所：栃木市図書館西方館 カウンター 

都賀図書館｜「クリスマス会」 
日時：１２月１８日（土）１０時２０分～１１時４５分 

内容：おはなしボランティアたんぽぽさんによる楽しいおはなし会と、 

音楽の宅配便 Vivid さんによるステキな音楽会です。 

ぜひご参加ください。 

対象：幼児～児童とその保護者  定員：３０名程度 

場所：都賀図書館 ２階視聴覚室、都賀公民館講堂 

岩舟館｜「サンタさんからのクリスマスプレゼント」 
期間：１２月１１日（土）～１２月２５日（土） 

内容：期間中、３冊以上貸出のあった良い子の皆さんに「サンタさんからの 

クリスマスプレゼント」を差し上げます！（無くなり次第終了） 

場所：栃木市図書館岩舟館 カウンター 
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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 

１２月１１日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ねずみのすもう」他 

１２月２５日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「クリスマス・クリスマス」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：２階会議室 

☆出張えほんデビュー 

１２月１４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◆ 

☆スタッフのおはなし会 

１２月１１日（土）１４時～ 

 ▽紙芝居「ろくじいさんのゆずおふろ」他 

 場所：２階視聴覚室 

 

◆図書館岩舟館◆ 

☆「あきの会」によるおはなし会 

１２月１１日（土）１４時～１４時３０分 

▽大型紙芝居「みんなでぽん！」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

☆スタッフによるおはなし会 

１２月２５日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「十二支のおもちつき」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” 

１２月４日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１２月１０日(金)・２４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 

１２月２６日（日）１１時～ 

対象：幼児～小学校低学年向け 

場所：１階児童クラブ室 

☆クリスマスおはなし会 

１２月１８日(土)１１時～ 

対象：幼児～小学校低学年向け 

 場所：１階児童クラブ室 

 内容：おはなし会、サンタさんとの 

写真撮影 

◆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 

１２月４日（土）１４時～１４時３０分 

▽「とうじかぼちゃでふゆもげんき！」他 

１２月１８日（土）１４時～１４時３０分 

▽「クリスマスのおおきなくつした」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆スタッフおはなし会 

１２月１７日（金）１４時～ 

▽テーマ「たのしいクリスマス」 

場所：児童書コーナー 

 

[これで差がつく！ 

本格そば打ち上達のコツ５０] 
手打ち蕎麦研究会//著 （栃・藤・都） 
 

材料、道具の説明から美味しくするための

打ち方のコツまで徹底解説。また、本格的

な「つゆ」の作り方も紹介。今年は年越しそ

ばを手作りしてみませんか？ 

[こたつ] 

麻生知子//著（栃・大・都・西） 
 

大みそかの一日を真上から見る独特の

スタイルで表現し、こたつのある生活の

楽しさと、家族のあたたかさ、新年を迎え

るよろこびを描いています。 

[日本人のしきたり] 
朝倉晴武//編著（栃・大・藤・岩） 
 

年中行事やしきたりは、日本人が長い

歴史のなかで培ってきた生活の知恵

であり、豊かな人生観の表れでもあっ

た。そんな年中行事・しきたりを紹介す

るとともに、歴史的な由来を探る。 

[紅白歌合戦と日本人] 

太田省一/著 （栃・大） 
 

大晦日は紅白を観て新年を迎える、 

そんな方も多いはず。 

今日に至るまでの「紅白」の歴史をたどり

直し、日本人の心の軌跡を描き出す。 

[「賛否両論」おせちの本] 

笠原将弘//著（栃・藤・岩） 

 
伝統的なおせちから、ふだんの食卓で

も活用したい「ちょっとごちそう」の

数々まで、試行錯誤してたどりついた

珠玉の味わいを紹介。 

[そば学] 

井上直人//著（大） 

 

栽培する対象として・原料として・料理と

しての「そば」について、さまざまな観点

から解説し、理解を深める。井上直人・

信州大学特任教授による「蕎麦学」の 

集大成。 

[重曹＆クエン酸 

使いこなしアイデア集] 
 （藤・西） 

 

ナチュラル素材の重曹とクエン酸で 

お家がピカピカ！油汚れや水垢などの

汚れをすべてリセットして、気持ちよ

く年越しをしませんか？ 

[日本人の「食」、 

その知恵としきたり] 

永山久夫//著（大） 

 

なぜ、切れやすい年越しそばが長寿の

象徴なのか。昔の日本人はどのような食

をどんな行事で、しきたりで食して健康

長寿を保ってきたのか。 

今月のテーマは 

「年越し」 
 

今年も残すところあとわずか。年の瀬

がせまってきています。さて、年越しと

いえば、「年越しそば」「大掃除」など

様々なしきたりがあります。みなさん

はどんな年越しを行いますか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

※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） 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アイスクライシス/笹本稜平（栃・大・西） 
明日は結婚式/小路幸也（栃・大・藤・都・岩） 
亜ノ国へ/柏葉幸子（栃・岩） 
雨夜の星たち/寺地はるな（栃・大） 
ヴァイタル・サイン/南杏子（栃・大） 
革命キッズ/中路啓太（栃） 
カラ売り屋ｖｓ仮想通貨/黒木亮（栃） 
巨鳥の影/長岡弘樹（栃・藤・岩） 
機龍警察白骨街道/月村了衛（岩） 
霧をはらう/雫井脩介（栃・大・藤・西・岩） 
５分後に大冒険なラスト/エブリスタ（栃・大・都・岩） 
シークレット・エクスプレス/真保裕一（栃・大・藤・岩） 
邪教の子/澤村伊智（栃・岩） 
灼熱/葉真中顕（大） 
終活の準備はお済みですか？/桂望実（栃・大・都） 
スーパーエンジェル/島田雅彦（栃） 
たまごの旅人/近藤史恵（栃・藤・都・岩） 
追憶の烏/阿部智里（大・藤・西） 
能面検事の奮迅/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 
バスクル新宿/大崎梢（栃・大・都・西・岩） 
Ｐｈａｎｔｏｍ/羽田圭介（栃・大・藤・都・岩） 
星のように離れて雨のように散った/島本理生（栃・大・藤・西・岩） 

ホワイトバグ/安生正（栃・大） 
みとりねこ/有川ひろ（栃・大・藤・都・岩） 
身もこがれつつ/周防柳（都・岩） 
ミラーワールド/椰月美智子（栃・大・藤・都） 
もういちど/畠中恵（栃・大・藤・都・岩） 
もどかしいほど静かなオルゴール店/瀧羽麻子（栃・大・都・岩） 

屋根の上のおばあちゃん/藤田芳康（栃） 
結/大島真寿美（栃・大・藤・都・西・岩） 
夜ごとの才女/赤川次郎（栃・大・都） 
ロータスコンフィデンシャル/今野敏（栃・大・都・西・岩） 
うそをつく子/トリイ・ヘイデン（栃・大・都） 
陪審員Ｃ－２の情事/ジル・シメント（大） 
身内のよんどころない事情により/ペーター・テリン（栃） 
（文庫・新書）悪童たち 上・下/紫金陳（栃） 
（文庫・新書）あなたの後ろにいるだれか/恩田陸（栃・大） 
（文庫・新書）いやし/朝井まかて（栃・大・西） 
（文庫・新書）計略の猫/風野真知雄（栃・大） 
（文庫・新書）現役引退/中溝康隆（岩） 
（文庫・新書）「この差」って何だ？/曽根翔太（都） 
（文庫・新書）殿、恐れながらブラックでござる/谷口雅美（都） 
（文庫・新書）ネルソン・マンデラ/堀内隆行（栃） 
（文庫・新書）ほろよい読書/織守きょうや（栃・大・都） 
（文庫・新書）めだか、太平洋を往け/重松清（栃・西） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
怨念の舞台/なるほど知図帳編集部（大） 

御船印でめぐる全国の魅力的な船旅 

/地球の歩き方編集室（都） 

東京で台湾さんぽ/矢巻美穂（栃） 

２０の古典で読み解く世界史/本村凌二（栃・大） 

８０歳、歩いて日本縦断/石川文洋（栃 

 

 

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

今すぐ本業を捨てなさい/市川裕（栃） 

お金の話に強くなる！為替のしくみ/神田卓也（都） 

「給与明細」のカラクリ/梅田泰宏（大・西） 

デタラメ/カール・Ｔ・バーグストローム（栃） 

マッキンゼー式人を動かす話し方/赤羽雄二（栃） 

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

医師が教える薬のトリセツ/橋本将吉（栃） 
髪が増える術/辻敦哉（栃） 
体のサインを見逃さない症状別受診ガイド/大平善之（都） 
脱力ヨガ/谷戸康洋（西） 
４０歳から手に入れる美しい歯と歯ならび/山崎潤子（藤） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
簡単にはじめる手作り燻製/燻製道士（岩） 

蕎麦は食ってみなけりゃ分からない/石丸謙二郎（栃・岩） 

日本が誇る絶品の食遺産１００/小林しのぶ（栃） 

がんばりすぎない離乳食/伊東優子（栃・大） 

刺しゅうのレッスンと図案集/アトリエＦｉｌ（栃） 

●趣味・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

光琳、富士を描く！/小林忠（栃） 

日本刀の驚くべき技術/齋藤勝裕（栃） 

箱のおりがみ/布施知子（藤・都） 

はじめての寄せ植えレッスン BOOK（大） 

『山と食欲と私』公式鮎美ちゃんとはじめる山登り 

/日々野鮎美（藤） 

●絵本・児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

いきものたちのサバイバル子育て図鑑/小菅正夫（栃・藤・都・岩） 

オイモはときどきいなくなる/田中哲弥（栃） 

カイとティム影の国のぼうけん/石井睦美（栃・西） 

くしゃみおじさん/オルガ・カブラル（栃・岩） 

３１センチの約束/嘉悦洋（大） 

ジェンナー/十常アキ（栃・大・藤・都・岩） 

１０歳のミッション/齋藤孝（栃・岩） 

都市伝説探偵セツナ/都市伝説探偵事務所（栃・大・岩） 

ふしぎ文房具店の八雲さん/小川彗（栃・大・都） 

ヘンテコおりがみ/笹川勇（栃・都） 

岬のマヨイガ/柏葉幸子（都） 

無駄なマシーンを発明しよう！/藤原麻里菜（栃・大・岩） 

夢のねだん図鑑/ライブ（栃・大・都） 

４７都道府県ニッポン学び旅２００/梅澤真一（栃・大・岩） 

（絵本）あたまにかきのき/いもとようこ（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）いちにちだじゃれ/ふくべあきひろ（栃・大・西・岩） 

（絵本）うちゅうひゃっかてん/黒岩まゆ（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）ぼくはほんやさんになる/菊池壮一（栃・大・都・岩） 

（絵本）めんぼうズ/かねこまき（栃・大・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
家族セッション/辻みゆき（栃・大） 
クジラの骨と僕らの未来/中村玄（栃・岩） 
しんどい時の自分の守り方/増田史（栃・都・岩） 
星天の兄弟/菅野雪虫（栃・大） 
ねじねじ録/藤崎彩織（栃） 
 

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：１０／１～１０／３１まで） 
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12月1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

12月2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

12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

12月7日 (火)

12月8日 (水) 川原田団地 大町公民館

12月9日 (木) 藤岡第二中学校

12月13日 (月) 星風会（代官荘）

12月14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

12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

12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

12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

12月21日 (火) 小野寺小学校

12月22日 (水) 川原田団地 大町公民館

12月23日 (木) 部屋小学校

12月27日 (月) 星風会（代官荘）

12月28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

12月29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

12月30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

※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45分（一般の方はご利用いただけません）

西方小学校 真名子小学校

栃木市移動図書館　巡回予定 2021年12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。 


