
  

 

第８９号／２０２２．３ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大平図書館  ３月上旬～ 

●「日本、再発見！」（一般向け） 

日本の風景や衣食住の伝統文化を 

振り返り、日本を再発見します！ 

●「めざせめいたんてい！」（児童向け） 

●「セカイのくにぐに」（児童向け） 

●「知っトク！ぼうさい」（児童向け） 

開催中 

●「スタッフおすすめ ｖｏｌ.３」（一般向け） 

西方館  ３月上旬～  

●「２０２２本屋大賞」（一般向け） 

●「春のコミックエッセイフェア」（一般向け） 

●「どうぶつのおはなし」（児童向け） 

●「入園・入学」（児童向け） 

岩舟館  ３月上旬～ 

●「『言葉』って面白い！」（一般向け） 
言葉は意識すらしないほど日常的に使うもの。 

その形は千差万別。 

近くて深い『言葉』の楽しさを改めて感じてみませんか。 

●「まってるよ、春！！」（児童向け） 

は～るよこい♪は～やくこい♪ 

まだまだ外は寒いけど、絵本でいろんな春をさがそう♪ 

栃木図書館  開催中 

●「ＷＥ ＬＯＶＥ ＡＮＩＭＡＬＳ」（一般向け） 
大人も子どもも動物大好き！ 

●「特版・時代小説第３弾 女性作家」（一般向け） 

●「新生活に備えよう」（YA向け） 

●「見たい！知りたい！」（YA向け） 
●「かくれんぼ」（児童向け） 

●「卒園・卒業」（視聴覚） 

栃木市図書館通信 

２０２２年２月２０日発行 

※３月のイベント・行事の詳細については、図書館ホームページをご確認ください。 

※ホームページに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  

３月上旬～  

●「基本のキ」（一般向け） 
新年度を前に、基本をイチから 

学びなおしてみませんか？  

●「がっこう・ようちえん」（児童向け） 

●「にゅうえん・にゅうがく」（児童向け） 

都賀図書館  ３月上旬～ 

●「音楽を感じて♪」 （一般向け） 
３月１９日のミュージックの日にちなんで、 

音楽に関する本を展示します。 

●「猫に学ぶ、ともに生きる」（一般向け） 

●「３月といえば『贈ることば』」（一般向け） 

●「ＳＤＧｓって知ってる？」(児童向け) 

●「卒園・卒業・入園・入学」（児童向け） 

全館共通｜利用者アンケートにご協力をお願いいたします。 

期間：大平図書館・藤岡図書館・都賀図書館・図書館西方館・図書館岩舟館 

３月４日（金）～３月６日（日） 

栃木図書館 

３月５日（土）～３月７日（月） 

 

今月の企画展 
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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） 

今月のスタッフおすすめ本 

・図書館へ来館する際は、必ずマスクの着用をお願いします。 

また、入館時には設置してある消毒液をご利用ください。 

・感染症拡大防止のため、館内は定期的に換気します。 

・体調に不安のある方は、図書館への来館はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

図書館からのお願い 

 

[政と源] 
三浦しをん//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

つまみ簪職人・源二郎の弟子、徹平の様

子がおかしい。どうやら昔の不良仲間にゆ

すられたらしい。それを知った源二郎は、

幼なじみの国政とともにひと肌脱ぐことに

するが……。 

[文豪たちの友情] 

石井千湖//著 （栃・大・藤・西） 
 

芥川龍之介は友達を思い、自分のパン

ツを貸した？国木田独歩と田山花袋は

喧嘩ばかりなのに同居していた？近現

代史に名を残す文豪たちの友情とは？ 

[本屋さんのダイアナ] 
柚木麻子//著 （栃・大・藤・都・西・岩） 
 

「大穴(ダイアナ)」という名前、金色に染 

めた髪、行方知らずの父親。孤独なダイ

アナに本の世界と同級生の彩子だけが 

光を与えてくれた……。 

[盲目的な恋と友情] 

辻村深月//著 （栃・大・藤・都・西・岩） 
 

肥大な自意識と嫉妬に狂わされた若い 

2人の女性。恋にからめとられる愚か

さと恋から拒絶される屈辱感。醜さゆえ、 

美しさゆえの劣等感をあぶりだす小説。 

[文士の友情] 

安岡章太郎//著 （栃・大・都） 
 
著者が感じた、恋愛中の吉行淳之介、

キリスト教受洗の代父に遠藤周作、 

戦後の苦闘の島尾敏雄、文士の心得を

訊いた小林秀雄との友情を振り返る。 

[劇団４２歳♂] 

田中兆子//著 （栃） 
 

大学時代に演劇仲間だった 5人の男が、 

1日限りの公演に向け再結成。 

各々の事情もあり捗らない稽古、そのうち 

一人が行方をくらまし……。ややこしい 

から愛おしい、中年男子の友情。 

[大人の友情] 

河合隼雄//著 （栃・大・藤） 
 

あなたは友人の出世を喜べる？夫婦、

男女、上司と部下の友情とは？臨床心

理学者の経験と古今東西の文学作品か

らときほぐす大人のための友情論。 

[目を見て話せない」 
似鳥鶏//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

大学入学早々、友達作りに出遅れた

「コミュ障」の藤村。傘の忘れ物を見つ

けるも人に話しかけられず、推理で持

ち主捜しをするが……。 

今月のテーマは 

「友情」 
 

２月２２日は「世界友情の日」です。 

しかし、世界規模は大きすぎます。 

まずは、身近な友情を感じてみま 

せんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご存知でしたか？ 

９月１２日は「宇宙の日」です。壮大

な宇   

宙を想わせるおすすめ本紹介しま

す！ 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
赤と青とエスキース/青山美智子（藤・都・西・岩） 

吾妻おもかげ/梶よう子（大・藤・都・西） 
新しい星/彩瀬まる（大・藤・岩） 
一ノ瀬ユウナが浮いている/乙一（栃・大・都） 
蚕の王/安東能明（栃・大・西） 
かぐや姫、物語を書きかえろ！/雀野日名子（栃・都） 
鑑定人氏家京太郎/中山七里（大） 

コージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎 
/笛吹太郎（栃・大・都） 
御坊日々/畠中恵（栃・大・藤） 
残照の頂/湊かなえ（栃・大・藤・都・西） 
サンセット・サンライズ/楡周平（大） 
女優Ｍ子/吉川良（栃） 

神曲/川村元気（栃・大・藤・都） 
チンギス紀 １２/北方謙三（栃・大・都・岩） 
月夜の森の梟/小池真理子（栃・大・都） 
中野のお父さんの快刀乱麻 
/北村薫（栃・大・藤・都・西） 
にべ屋往来記/村木嵐（栃） 
能面鬼/五十嵐貴久（栃・大・藤・都） 
ひとり旅日和 〔３〕/秋川滝美（大・藤・都・岩） 
フェイクフィクション/誉田哲也（栃・大・都・西・岩） 
ほんのこども/町屋良平（栃・大・藤） 

マルメロ草紙/橋本治（栃） 
ミチクサ先生 上・下/伊集院静（栃・大・藤・都） 
ミニシアターの六人/小野寺史宜（栃・大・藤） 

滅私/羽田圭介（栃・大・藤） 
ものがたりの賊（やから）/真藤順丈（栃・大・都） 
夜半獣/花村萬月（栃・都） 
やまのめの六人/原浩（栃・都） 

夜が明ける/西加奈子（栃・大・藤・都・岩） 
李王家の縁談/林真理子（大・藤・都・西） 
ルーティーンズ/長嶋有（栃） 

ルパンの絆/横関大（栃・西） 

ロミオとジュリエットと三人の魔女/門井慶喜（栃・大・都・西） 
笑うマトリョーシカ/早見和真（栃・大・都・西） 
鴨川ランナー/グレゴリー・ケズナジャット（栃・大） 
世界でいちばん弱い妖怪/キムドンシク（都） 
ハリー・ポッター魔法の一年間/Ｊ．Ｋ．ローリング（栃） 
(文庫・新書)明日へつながる５つの物語 
/あさのあつこ（栃・大・藤） 
(文庫・新書)ＡＩアテナの犯罪捜査/越尾圭（栃） 
(文庫・新書)お稲荷様と私のほっこり日常レシピ/夕日凪（都） 
(文庫・新書)大人のいじめ/坂倉昇平（栃） 
(文庫・新書)クラシックを読む １/百田尚樹（栃） 
(文庫・新書)５分で感動書店にまつわる泣ける話/矢凪（都・西） 

(文庫・新書)認知症の私から見える社会/丹野智文（栃） 
(文庫・新書)古道具おもかげ屋/田牧大和（栃・都） 
(文庫・新書)フロイト、無意識について語る/フロイト（栃） 
(文庫・新書)約束/葉室麟（藤・都） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
イヌと縄文人/小宮孟（栃・大・藤） 

おでかけ韓国ｉｎ東京・京阪神（栃・藤） 

神話と歴史で巡るハワイの聖地/新井朋子（栃・大・都） 

朝鮮通信使の道/嶋村初吉（大） 

頼朝の武士団/細川重男（大） 

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

Ｗｅｂ選考は「準備」が９割！/田中亜矢子（栃・大） 

子育てしながらフリーランス/カワグチマサミ（藤） 
サラリーマンの副業の税金が全部わかる本/大橋弘明（都） 
職場のトリセツ/黒川伊保子（栃・大・西） 
図解眠れなくなるほど面白い職業と給料の話（藤・都） 

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

老いは脳科学的に素晴らしい/澤口俊之（栃） 

おうちで簡単こりほぐし/月島莉子（都） 

聴力リセット/八島隆敏（大・都） 

「トイレが近い」人のお助けＢＯＯＫ/関口由紀（栃・大） 

目をよくしたいならずぼらがちょうどいい/大原千佳（西） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
子どもがパクパク食べる！魔法のおうちごはん 

/あおい（管理栄養士）（大・都・西） 

肉まみれの夜ふかし飯/深夜の肉バル（藤） 

明治エッセルスーパーカップで革命おやつ/松本奈奈（藤・都） 

ママたちの本音とグループによる子育て支援/相場幸子（栃） 

一輪の花刺しゅう/戸塚薫（岩） 

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

エヴァンゲリオンと鉄道：補完計画/「旅と鉄道」編集部（都） 

超絶リアルな色鉛筆画のテクニック/ここまる（栃・藤） 

手作りのかわいいグリーティングカード/鈴木孝美（岩） 

古本マニア採集帖/南陀楼綾繁（大） 

るるぶキン肉マン（藤） 

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

妖しいやつらがひそむ家/おおぎやなぎちか（栃・大・藤・都） 

ウイルスのひみつ/コレクティボ・エリャス・エドゥカン（栃） 

おかしの国のお姫さま/綾真琴（栃・大・藤・都） 

おてがみほしいぞ/こうまるみづほ（大） 

おやすみこりす/虹山つるみ（栃・西） 

グレッグのダメ日記/ジェフ・キニー（栃・大・藤・都・岩） 

ジャンケン必勝てぶくろ/山口タオ（栃・大・都） 

世界一まぎらわしい動物図鑑/今泉忠明（栃・藤・都・西） 

せっしゃ、なべぶぎょうでござる！/しめのゆき（栃・大・都） 

だいとかいのおばけずかん/斉藤洋（栃・大・藤・都・西・岩） 

Ｄｒ．ちゅーぐるの事件簿/こざきゆう（藤） 

ドラえもん探究ワールド心の不思議/藤子・Ｆ・不二雄（大・藤・岩） 

まるで魔法のような本当の話/ＴＥＲＵＫＯ（大・都・岩） 

りりかさんのぬいぐるみ診療所/かんのゆうこ（栃・大） 

レゴライフハックス/ＤＫ社（栃・大・岩） 

（絵本）あかいてぶくろ/林木林（栃・大・都・西） 

（絵本）うちのくるまはバン！！/鎌田歩（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）ペロペロおさらくん/まるやまなお（大・藤・都・西） 

（絵本）ノラネコぐんだんラーメンやさん 

/工藤ノリコ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）はりねずみくんのゆきだるま/はらだよしこ（栃・大・藤・都） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
宇宙一わかる、宇宙のはなし/日本科学情報（栃） 
おとなも子どもも知っておきたい新常識生理のはなし 
/髙橋怜奈（栃・藤・都・西・岩） 

推理教室 Q/岬かつみ（栃） 
月に１億円稼ぐ現役・東大生社長の勉強法/みかみ（藤） 
「日本」ってどんな国？/本田由紀（栃・大） 
 

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：１／１～１／３１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 

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 

3月1日 (火) 小野寺小学校

3月2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

3月3日 (木)

3月7日 (月) 星風会（代官荘）

3月8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

3月9日 (水) 川原田団地 大町公民館

3月10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

3月14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

3月15日 (火)

3月16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

3月17日 (木)

3月21日 (月)

3月22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

3月23日 (水) 川原田団地 大町公民館

3月24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

3月28日 (月) 星風会（代官荘）

3月29日 (火)

3月30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

3月31日 (木)

※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）

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年3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


