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大平図書館｜「詩の朗読とハーモニカ演奏でつむぐ 
柴田トヨの世界」 

日時：１月１６日（日）１４：００～１５：００ 

内容：とちぎ蔵の街トヨさん一座による詩の朗読とハーモニカ 

演奏で柴田トヨさんの世界をお楽しみください。 

対象：一般  定員：２０名  場所：大平図書館 ２階視聴覚室 

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｜「停電による開館時間変更のお知らせ」 
館内電気工事による停電のため、１２月２７日（月）のみ１０時より開館 

いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

「第３回 ふゆのりんごのおはなしかい」 
日時：２月５日（土）１３：３０～１５：００ 

出演：読み聞かせボランティア「りんごの会」、図書館スタッフ 

定員：親子３０名  場所：栃木図書館２階 会議室 

申込：１月４日（火）より栃木図書館カウンターまたは電話にて受付開始 

対象：幼児～小学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

１月上旬～ 

●「すこしもさむくないわ」（児童向け） 

雪や氷など冬にちなんだ絵本を揃えました。 

寒くても何だか楽しい！ 

●「I L♡VE 湯～身も心もほっかほか～」 

（一般向け） 

●「おうちのなかであそびたい！」（児童向け） 

西方館  １月上旬～  

●「マンガでわかる世の中」（一般向け） 
●「キャラ本大集合」（児童向け） 

岩舟館  １月上旬～ 

●「寅年生まれの作家」（一般向け） 

●「ことしは寅年」（児童向け） 

栃木図書館  開催中 

●「ゆっくり」（一般向け） 
ゆったり・まったり・のんびり。 

たまには息抜きしましょ？ 

●「甘い本」（YA向け） 
●「MOE絵本屋さん大賞」（児童向け） 

栃木市図書館通信 

２０２１年１２月２０日発行 

藤岡図書館｜「ふじくまをさがせ！」 
期間：１２月２１日（火）～１月１６日（日） 

内容：おやこどくしょしつに隠された５つのキーワードを探せ！ 

    すべて集めたら缶バッジが入ったガチャガチャが回せるよ。 

対象：本を借りた小学生以下の児童 

定員：２００名程度（なくなり次第終了） 

※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  

１月上旬～ 

●「食べるの大好き♡」（一般向け） 
読むとだんだんお腹が空いてくる！？ 

食に関する本を集めました。 

開催中 

●「あったか ふゆのほん」（児童向け） 

都賀図書館  １月上旬～ 

●「若い人に贈る読書のすすめ ２０２２」 
（一般向け） 

近年読書離れが続いていると言われる若い人 

たちへ、おすすめの本を紹介します。 

●「MOE絵本屋さん大賞」(児童向け) 

西方館｜「新春初読み！ 
にしかた本の福袋おみくじつき」 

期間：１月４日（火）～１月１０日（月・祝） 

内容：大人向け、子ども向け、お好きな福袋をお借りいただけます。 

都賀図書館｜「図書館運だめしおみくじ 2022」 
期間：１月４日（火）～１月２０日（木） 

内容：一度の貸出につき 1回、抽選番号付きのおみくじが引けます。 

後日当選番号を発表します。当選者にはステキなプレゼントがあります。 

対象：幼児～小学生  定員：１００名 

岩舟館｜「中身はお楽しみ！本の福袋」 
期間：１月４日（火）～１月１６日（日） 

内容：３冊１セットを「福袋」として貸出します。 

大人用２０組、子ども用３０組（なくなり次第終了） 

★年末年始は下記日程で休館いたします★ 

栃木：１２月３１日（金）～１月３日（月） 

大平・藤岡・都賀・西方・岩舟：１２月２９日（水）～１月３日（月） 
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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 

１月８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「おにたのぼうし」他 

１月２２日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「パパお月さまとって」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 

１月１１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 

１月１５日（土）１４時～ 

 ▽紙芝居「みにくいあひるの子」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 

１月８日（土）１４時～１４時３０分 

▽岩舟に伝わる民話 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 

１月２２日(土)１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「だーれかな？」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” 

１月１４日(金)・２８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 

１月２３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 

◆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 

１月１５日（土）１４時～１４時３０分 

▽「おばけのゆきがっせん」他 

 

◆図書館西方館◆ 

☆おはなし☆きららおはなし会 

１月２１日（金）１４時～ 

▽テーマ「だるま・節分・冬・星」 

場所：児童書コーナー 

 

[史上最恐の人喰い虎] 
デイン・ハッケルブリッジ//著 （栃） 
 

1900年前後、インドとネパールの国境付

近で約 7年間も地元民を恐怖のどん底に

突き落とした「人喰い虎」。そんな虎を生み

出した様々な問題に焦点を当てるノンフィ

クション。 

[十二支の民族誌] 

佐藤健一郎//著（大・岩） 
 

日本人の心に息づく十二支の動物たち。

各地の伝承・諺・祭・神事などを紹介し、

日本人が動物たちに対してどのような想

いをいだいているのかを語る。 

[干支の切り紙] 
大原まゆみ//著（栃・大） 
 

干支をモチーフにした切り紙の作品集。 

指人形、ポップアップカード、写真フレー

ム、写真スタンドも掲載 

[山月記] 

中島敦//著 （栃・大） 
 

旅の途中に再会した旧友の李微。だが

美少年だった李微は、変わり果てた姿に

なっていた…。名作文学と現代の美麗な

イラストが融合した、画集としても楽しめ

る魅惑の 1冊。 

[トラ学のすすめ] 

関啓子//著（栃・大） 
 
野生で 500頭、動物園に 500頭、地上

にたった 1000頭しかいないアムール

トラ。なぜ絶滅危惧種になったのか、

ヒトとトラの関係、ひいては地球環境

の未来を考える。 

[長沢芦雪] 

岡田秀之//著（栃・大） 
 

表紙は力強くもユーモラスな虎の顔。 

円山応挙の弟子であり、「奇想派」の絵

師の 1人として近年注目を集めている

芦雪。内容でも虎を描いた作品がいく

つか解説されている。 

[寅さんの「日本」を歩く] 

岡村直樹//著 （栃・大・都） 
 

「寅さんが愛した日本」をキーワード

に、「寅さんの聖地」全 300カ所を

“寅さん目線”で紹介。寅さんの日本

行脚を追体験できる 1冊。 

[虎と月」 （児童書） 
柳広司//著（栃・大・都・岩） 
 

父が虎になった。その理由を知るための

不思議な旅が始まった。中島敦『山月

記』に想を得た奇想天外な変身物語。 

今月のテーマは 

「とら」 
 

2022年の干支は「とら」です。十二支

のとら、物語のトラ、現実の虎。さまざ

まな「とら」を集めてみました。いろいろ

な「とら」をお楽しみください。 
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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） 

 
●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アルテミスの涙/下村敦史（栃・大・藤・岩） 
居酒屋「一服亭」の四季/東川篤哉（栃・大・藤・都・岩） 
ＥＶ（イブ）/高嶋哲夫（栃） 
失われた岬/篠田節子（大） 
疼くひと/松井久子（西） 
オーラの発表会/綿矢りさ（栃・大・藤・都） 
オルレアンの魔女/稲羽白菟（栃） 
カミサマはそういない/深緑野分（栃・大・藤・岩） 
月曜日の抹茶カフェ/青山美智子（藤・都・西・岩） 
幻月と探偵/伊吹亜門（栃・西） 
幸福の密室/平野俊彦（栃・都・岩） 
子のない夫婦とネコ/群ようこ（栃・大・藤・都・西・岩） 
さよならも言えないうちに/川口俊和（大・藤・都・岩） 
時間飼ってみた/小川一水（栃） 
出版禁止/長江俊和（栃） 
推理大戦/似鳥鶏（栃・大・都・西・岩） 
砂に埋もれる犬/桐野夏生（栃・大・藤・岩） 
地中の星/門井慶喜（栃・大・都） 
チャンキ/森達也（栃） 
月と日の后/冲方丁（栃・大・藤・岩） 
Ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ金融の破壊者/江上剛（栃・大） 
天使に賭けた命/赤川次郎（栃） 
７年/こがらし輪音（都） 
偽恋愛小説家、最後の嘘/森晶麿（栃・都） 
猫弁と鉄の女/大山淳子（栃・都・岩） 
涅槃 上・下/垣根涼介（栃・大） 
ブルースＲｅｄ/桜木紫乃（栃・大・都・岩） 
ペッパーズ・ゴースト/伊坂幸太郎（栃・大・藤・都・西・岩） 
舞風のごとく/あさのあつこ（栃・大・藤・都・西・岩） 
ミカエルの鼓動/柚月裕子（栃・大・藤・都・西・岩） 
やさしい猫/中島京子（栃・大・藤・都・岩） 
夜叉の都/伊東潤（大） 
矢印/松尾スズキ（大） 
熔果/黒川博行（大） 
嗤う淑女二人/中山七里（栃・大・都・岩） 
オレデシュ川沿いの村/アナイート・グリゴリャン（栃） 
春どきのフレッド伯父さん/Ｐ・Ｇ・ウッドハウス（栃） 
冬を越えて/キャサリン・メイ（栃） 
（文庫・新書）イルカと心は通じるか/村山司（栃・大） 
（文庫・新書）希望のステージ/南杏子（栃） 
（文庫・新書）５０歳からでも、頭はよくなる！/林成之（岩） 
（文庫・新書）潮風キッチン/喜多嶋隆（栃） 
（文庫・新書）東京の謎（ミステリー）/門井慶喜（栃） 
（文庫・新書）猫はわかっている/村山由佳（栃・大・岩） 
（文庫・新書）平等バカ/池田清彦（都） 
（文庫・新書）梟の来る庭/野口卓（栃） 
（文庫・新書）ふしぎ/西條奈加（大・藤） 
（文庫・新書）笑う死体/ジョセフ・ノックス（栃） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
群馬カフェ日和すてきなＣＡＦＥさんぽ 

/ゆたり編集室（大・藤・都） 

戦争・記憶/亀山亮（栃・大） 

旅する喫茶店（栃・岩） 

「乗り鉄」教授のとことん鉄道旅/宮村一夫（栃） 

名字の歴史/森岡浩（藤） 

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

お金が増える「ゆる投資」デビュー/さぶ（藤） 
ガチ速仕事術/大原昌人（藤・都） 
自分史上最高の働き方がわかるワーク/中尾文香（西） 
たった一言で部下が自分から動くすごい伝え方 
/稲場真由美（都） 
テレワークＱ＆Ａ/産業保健メンタルヘルス研究会（栃） 
●健康・医学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 

１万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き/加藤俊徳（岩） 

おうちストレスをためない習慣/杉岡充爾（栃） 

健康情報は８割疑え！/中山健夫（栃・大） 

だいたい更年期/安達知子（藤・都） 

「二桁九九」で眠る/野﨑佐和（都） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
「からだ温め」万能だれで免疫力アップごはん/藤井 恵（岩） 

たっきーママの最ラク！スープジャー弁当/奥田和美（藤） 

Ｄｉｓｎｅｙおうちでごはん/講談社（大・都） 

すぐ寝る、よく寝る赤ちゃんの本/ねんねママ（藤） 

かぎ針で編むクリスマス雑貨（栃） 

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

いつも心にタカラヅカ！！/牧彩子（栃） 

井上芳雄のミュージカル案内/井上芳雄（大） 

ゴッホ名画巡礼（栃・藤） 

ゴルゴＣＡＭＰ/さいとうたかを（藤） 

はじめてのボタニカルアート/小林英成（大・藤） 

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

あくたれラルフ コンテストにでる/ジャック・ガントス（栃） 

頭がよくなるひみつ/陰山英男（栃・藤・都） 

あんしんえほん/高濱正伸（栃・大・藤・都） 

お天気屋と封印屋/廣嶋玲子（大） 

鬼ばばの島/今井恭子（栃・大・都） 

おばけガムをたべちゃった！/むらいかよ（栃・大・藤） 

クマが出た！助けてベアドッグ/太田京子（栃・大） 

シャチのくらし/水口博也（栃） 

しゅくだいがっしょう/福田岩緒（栃・大・都・西・岩） 

捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ/井出留美（栃・大・都） 

天の台所/落合由佳（栃・都・岩） 

ながれぼしのランドセル/光丘真理（大・都・岩） 

のろいまんじゅう/桐生環（栃・都） 

保健委員は恋してる/小松原宏子（大・都） 

もうひとつのアンデルセン童話/斉藤洋（栃・大・都） 

（絵本）おふとんさんとおはようのあさ 

/コンドウアキ（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）ねむたくないせんにん/ナカオマサトシ（大・都・岩） 

（絵本）ひとりぼっちのもみの木 

/クリス・ネイラー・バレステロス（大） 

（絵本）まじさかさじま/伊藤文人（栃・大・都・岩） 

（絵本）竜とそばかすの姫/細田守（栃・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
植物たちのフシギすぎる進化/稲垣栄洋（栃） 
つまり、雑念の沙鳥さん。/関根パン（栃） 
１００年無敵の勉強法/鎌田浩毅（栃） 
やりたいことが見つからない君へ/坪田信貴（栃・大） 
予測不能ショートストーリーズ 文化祭編/にかいどう青（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：１１／１～１１／３０まで） 
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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 

詳しい内容は、右のＱＲコードからご確認いただけます。 

インターネットから、６つのサービスが操作できるようになりました。 

①予約連絡方法の変更  ②メールアドレスの登録・変更  ③パスワードの変更 

1月3日 (月)

1月4日 (火)

1月5日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月6日 (木)

1月10日 (月)

1月11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

1月12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

1月13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

1月17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

1月18日 (火) 小野寺小学校

1月19日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月20日 (木) 部屋小学校

1月24日 (月) 星風会（代官荘）

1月25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

1月26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

1月27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

1月31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

※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 2022年1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

休館日

西方小学校 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

④貸出期間の延長  ⑤ナクソスミュージックライブラリーの利用  ⑥Ｍｙブックリストの作成 


