
  

 

第９０号／２０２２．４ 

 

 

大平図書館｜こどもの読書週間特別企画 
「本の福袋～ひとみキラキラ 本にドキドキ～」 

期間：４月１６日（土）～５月１５日（日） 

内容：一つの福袋ごとにテーマがあり、本が３冊ずつ入っています。 

何が入っているのか、ドキドキの出会いをお楽しみください。 

児童書と一般書を各５０袋用意しています。 

対象：幼児～一般  場所：大平図書館 １階ロビー 

都賀図書館｜こどもの読書週間特別企画 

「チャレンジ！ガチャガチャ！！」 
期間：４月２３日（土）～５月１２日（木） 

内容：期間中に本を借りてガチャガチャをまわそう！！ 

カプセルの中には、スタッフ手作りのストラップが入っているよ。 

対象：幼児～小学生  定員：１００名（無くなり次第終了） 

場所：都賀図書館 １階カウンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の企画展 

大平図書館  

４月上旬～ 

●「Green」（一般向け） 

暖かくなり、植物が成長する時期。この時期に 

ぴったりの園芸、家庭菜園の本を集めました。 

●「文系・理系の選び方」（YA向け） 

●「ごあいさつ」（児童向け） 

西方館  ４月上旬～  

●「YA企画 新生活お悩みカイケツ！」 

（一般向け） 

●「はる・らんらん」（児童向け） 

岩舟館  ４月上旬～ 

●「笑顔で元気をチャージ！」（一般向け） 

●「はじめまして、新学期」（児童向け） 

栃木図書館 

４月上旬～ 

●「ダ・ヴィンチ生誕５７０年」（一般向け） 
幅広い分野で活躍した稀代の天才、 

ダ・ヴィンチについて紹介します。 

●「大ぼうけん！」（児童向け） 
●「映画賞特集」（視聴覚） 

２０２２年 

４月号 
栃木市図書館通信 

２０２２年３月２０日発行 

藤岡図書館｜こどもの読書週間特別企画 

「読書 DE ガチャポン」 
期間：４月２３日（土）～５月１２日（木） 

内容：本を借りたら、手作りキーホルダーが入ったガチャガチャが回せるよ！ 

対象：小学生以下  定員：２００名程度（無くなり次第終了） 

場所：藤岡図書館 １階カウンター 

※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 ４月上旬～ 

●「人付き合いのトリセツ」（一般向け） 
４月から新年度。人間関係に関する悩みや、 

不安の解消に繋がるような本を紹介します。 

開催中 

●「がっこう・ようちえん」（児童向け） 

都賀図書館  

４月上旬～  

●「彩りの本棚」 （一般向け） 
華やかな春に合わせて、いろいろな色の本を 

集めました。春の訪れを感じてみませんか？ 

●「チャレンジ！」(児童向け) 西方館｜こどもの読書週間特別企画 
「マグネットしおりプレゼント」 

期間：４月２３日（土）～５月１２日（木） 

内容：期間中、本を借りてくれた小学生以下の方にプレゼント！ 

対象：幼児・児童  定員：１００名（無くなり次第終了） 

場所：栃木市図書館西方館 カウンター 

栃木図書館｜歴史＆文学講座 
「皆のあらばしり」に描かれた皆川 

日時：４月２９日（金）１４時～１５時３０分 

講師：齋藤弘氏（元学悠館高校教諭） 

対象：一般  定員：２０名 

場所：栃木図書館 ２階視聴覚室 

申込：４月２日（土）より栃木図書館カウンターまたは電話にて受付開始 

岩舟館｜こどもの読書週間特別企画 
「きみは図書館クイズ王になれるか！！」 

期間：４月２３日（土）～５月１２日（木） 

内容：１日１回２冊以上の貸出で、ガチャガチャカプセルに入ったクイズに挑戦！ 

正解者には、岩舟館特製キーホルダーやマグネットをプレゼント♪ 

対象：幼児～小学生  定員：１００名（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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※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 おそとでおはなしひろば 

４月９日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「はなさかじい」他 

４月２３日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ぞうくんのさんぽ」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：１階エントランス横 

☆夕やけおはなし会 

４月４日（月）１６時～１６時３０分 

場所：２階視聴覚室 

☆出張えほんデビュー 

４月１９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 

４月２４日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「ながぐつをはいたねこ」 

 場所：２階視聴覚室 

  

 

◆図書館岩舟館◆ 

☆スタッフによるおはなし会 

４月９日(土)１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「かめのえんそく」他 

４月２３日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「おべんとうのえんそく」 

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” 

４月２日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

４月８日(金)・２２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 

４月２４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 

４月２日（土）１４時～１４時３０分 

▽「おにぎりさんきょうだい」他 

４月１６日（土）１４時～１４時３０分 

▽「はじめてのはなさかじいさん」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 

４月１５日（金）１４時～ 

▽テーマ「たのしいお花見」 

場所：児童書コーナー 

 

[新社会人の教科書] 
日本サービスマナー協会//著  
（栃・大） 
 

社会人として知っておきたい常識と作法を

イラストや図を交えて解説。仕事を円滑に

こなすコツなども紹介します。 

［トコトンわかる 

個人事業の始め方］ 
山條隆史//著（栃・大） 
 

独立動機の確認と開業までの流れ、諸

官庁への届出の記入例、成功する運営

のコツ、経理と決算など、個人事業の始

め方をわかりやすく図解します。 

[ひとり暮らしで知りたいことが

全部のってる本] （大・都・岩） 
 

ひとり暮らしの「こんなときどうする？」

「困った！」を全部解決する大百科。部

屋探し・引っ越しから収納・掃除・洗濯・

料理・心のケアまでそれぞれの専門家が

解説します。 

[あなたのご希望の条件は] 
瀧羽麻子/著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

新生活を夢見て転職を考える人々に相

応しい求人を紹介する転職エージェント・

千葉香澄。様々な仕事観や人生模様に

触れることで、彼女自身の考え方にも変

化が…？ 

[大学 1年生の君が、 

はじめてレポートを書くまで。] 
川崎昌平//著（栃・藤） 
 

ノートのとり方、図書館の使い方、ネット

の読み方、意見の立て方、引用の仕方、

やる気の保ち方-学びの基本を身につけ

よう！ 

[資格取り方選び方全ガイド 

２０２３] 
高橋書店編集部//著 （栃・藤） 
 

就職・転職・キャリアアップなど、自分らし

い生き方を実現するために本当に使え

る 1000資格を厳選収録。 

[入社 1年目の教科書] 
岩瀬大輔//著 （大） 
 

仕事の効率は「最後の 5分」で決まる。

「仕事に取り組む姿勢」と「実際にどう動

けばいいのか」を 50のルールで紹介。

新人にもベテランにも指針となる書で

す。 

[お料理 1年生の 

ひとり暮らしごはん BOOK] 
検見崎聡美//著（西） 
 

お料理 1 年生に向けた「お料理入門

書」。ひとり暮らしを始める人・今している

人、初めて料理をする人にプロセス写真

でわかりやすく説明。「料理の基本」を網

羅。 

今月のテーマは 

「新生活」 
 4月になり、進学・就職・一人暮らし 

など様々な新しいことにチャレンジして

いく季節となりました。そんな新生活を

応援する本をご紹介いたします。 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
愛じゃないならこれは何/斜線堂有紀（栃） 
Ｒ．Ｉ．Ｐ．/久坂部羊（栃・大・藤・都） 
一九六一東京ハウス/真梨幸子（大・藤・都・岩） 
采女の怨霊/高田崇史（栃・大・西） 
黄金旅程/馳星周（栃・大・藤・都・岩） 
おとぎカンパニー モンスター編/田丸雅智（都・岩） 
男の愛/町田康（栃・大） 
愚かな薔薇/恩田陸（栃・大・藤・都・西） 
彼女の背中を押したのは/宮西真冬（大） 
偽装同盟/佐々木譲（栃・大・藤・都） 
きりきり舞いのさようなら/諸田玲子（栃・大・藤・岩） 
現代生活独習ノート/津村記久子（栃・大・藤・都） 
黒白の一族/明野照葉（栃） 
塞王の楯/今村翔吾（栃・大・藤・都・西・岩） 
山亭ミアキス/古内一絵（栃・大・藤・都） 
ジミー・ハワードのジッポー/柴田哲孝（栃） 
下北沢であの日の君と待ち合わせ/神田茜（都） 
１１の秘密/大崎梢（栃・都） 
女性失格/小手鞠るい（栃・大・藤・都） 
世界の美しさを思い知れ/額賀澪（大・都・岩） 
全裸刑事（デカ）チャーリー/七尾与史（栃） 
同志少女よ、敵を撃て/逢坂冬馬（栃・大・藤） 
弔い月の下にて/倉野憲比古（栃） 
ななみの海/朝比奈あすか（大） 
灰色の評決/犬塚理人（大・都） 
博多さっぱそうらん記/三崎亜記（栃） 
ヒカリ文集/松浦理英子（大） 
黛家の兄弟/砂原浩太朗（栃・藤） 
真夜中のマリオネット/知念実希人（栃・大・藤・都・西・岩） 
マンモスの抜け殻/相場英雄（栃・大・都） 
名探偵に甘美なる死を/方丈貴恵（栃） 
ビザール学園/前川裕（栃・大） 
メディコ・ペンナ/蓮見恭子（都） 
四十過ぎたら出世が仕事/本城雅人（栃・大・都） 
六郎太が行く/伊吹昭（栃） 
革命と献身/ヴィエト・タン・ウェン（栃・大） 
もういちどそばに/エラ・フランシス・サンダース（栃） 
読むだけでぐっすり眠れる５２の話/キャスリン・ニコライ（都） 
(文庫・新書) 「命」の相談室/ゴルゴ松本（栃） 
(文庫・新書)いつかの冬、終わらない君へ/いぬじゅん（藤） 
(文庫・新書)お電話かわりました名探偵です 〔２〕 
/佐藤青南（栃・西） 
(文庫・新書)丘の上の賢人/原田マハ（栃・大・都・西） 
(文庫・新書)純喫茶コレクション/難波里奈（栃・藤） 
(文庫・新書)前科者/香川まさひと（西） 
(文庫・新書)大怪獣のあとしまつ/三木聡（都） 
(文庫・新書)退職者四十七人の逆襲/建倉圭介（栃） 
(文庫・新書)妄想美術館/原田マハ（栃・西・岩） 
(文庫・新書)歴史をなぜ学ぶのか/本郷和人（岩） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
一冊でわかる韓国史/六反田豊（栃・大） 

鎌倉殿を歩く/伊東潤（栃・岩） 

人物で読み解く日本史３６５人/佐藤優（大） 

地球の歩き方ａｒｕｃｏ東京のカフェめぐり（都） 

日本で見つける♪まるで海外な絶景旅（藤） 

 

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

あなたが払う税金はざっくり言ってこれくらい/磯山仁志（大・西） 
上流思考/ダン・ヒース（栃） 
小さな会社のムダをなくしてお金を残す！/安藤祐貴（栃） 
超簡単！おしゃべり起業の教科書/三浦さやか（西） 
賃労働の系譜学/今野晴貴（栃） 

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

「足が痛い」本当の原因はコレだ！/桑原靖（大） 

安心な認知症/繁田雅弘（藤・西） 

タキミカ体操/瀧島未香（都） 

食べるなら、どっち！？/渡辺雄二（栃・藤） 

脳メンテナンス大全/クリステン・ウィルミア（大） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
圧力鍋の生涯作り続けたいレシピ１００/石原洋子（大・西） 

１２か月の小さくてかわいいスイーツの贈り物 

/柳谷みのり（栃・大・都） 

免疫力が上がる２品献立/浜内千波（岩） 

毎日すこやか！よちよちアカチャン応援生活/倉田けい（藤） 

ミシンスタートＢＯＯＫ（藤） 

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

大人が楽しいトランプゲーム３０選/すごろくや（栃・大） 

カミキィの〈気持ちが伝わる〉贈り物おりがみ 

/カミキィ（栃・藤・西・岩） 

送電鉄塔ガイドブック/送電鉄塔研究会（栃） 

手ごねで作るほっこりかわいいキャンドル/ＡＹＡＮＯ（都） 

庭全体が美しく見える剪定の本/田口裕之（栃・岩） 

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

命を救う心を救う/ふじもとみさと（栃・大） 

教えて！マジカルドクター/大塚篤司（栃・藤） 

おしりたんていププッとおりがみ/いしばしなおこ（藤） 

親子で学ぶＳＤＧｓ/岩附由香（藤） 

鎌倉バトルロワイヤル/楠木誠一郎（栃・都・西） 

答えは風のなか/重松清（栃・都・岩） 

この指とどけ/村上しいこ（栃・大） 

サクラの川とミライの道/稲葉なおと（栃・大） 

飼育委員はアキラめない/小松原宏子（大・都） 

手話の町の図書館となぞのメッセージ 

/カレン・ケイン（栃・大・都・岩） 

探偵 VS怪盗謎解き推理バトル/桐谷直（都・岩） 

チコちゃんと学ぶチコっと論語/山口謠司（栃・藤） 

動物アスリート決定戦/實吉達郎（栃） 

ぼくんちのねこのはなし/いとうみく（栃・大・都・岩） 

（絵本）王さまのお菓子/石井睦美（栃・大・都） 

（絵本）かめれおんせん/林木林（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）ちいさなちいさなこねこをさがして 

/さかいさちえ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）Ｄｉｓｎｅｙメアリー・ブレア（大・都） 
（絵本）ライオンのこころ/レイチェル・ブライト（栃・大・藤・都） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
ガラスの魚/山下明生（栃） 
すごい実業家のアカン話/佐々木聡（栃・大・都・岩） 
マイテーマの探し方/片岡則夫（栃・大・都） 
支える、支えられる、支え合う/サヘル・ローズ（栃・大） 
博物館の少女/富安陽子（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：２／１～２／２８まで） 



  

 

第９０号／２０２２．４ 

 

 
  

 

 

 

 

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 

4月4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5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

4月6日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月7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11日 (月) 星風会（代官荘）

4月12日 (火) 小野寺小学校

4月13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14日 (木) 部屋小学校

4月18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19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

4月20日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月21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25日 (月) 星風会（代官荘）

4月26日 (火)

4月27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28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）

栃木市移動図書館　巡回予定 2022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

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）


