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栃木市図書館通信 

２０２２年５月２０日発行 

※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。 

岩舟館 ６月上旬～ 

●「時を操れ！」（一般向け） 

●「雨の日に読みたくなりそうな本」 

（児童向け） 

西方館 ６月上旬～ 

●「今年の夏はアウトドア！」（一般向け） 

●「あめふり」（児童向け） 

都賀図書館 ６月上旬～ 

●「雨のふる夜にミステリー」 （一般向け） 
雨をキーワードにしたミステリーをご紹介します。 

●「あめのほん」(児童向け) 

藤岡図書館 ６月上旬～ 

●「#SNS発の本、集めてみた」（一般向け） 
Twitter や YouTube 等、SNS をきっかけに生まれ

た本をご紹介します。 

●「元気いっぱい」（児童向け） 

大平図書館 開催中 

●「スタッフのおすすめ本～Ohira Librarian’s 

Book Street～」（一般向け） 

複数のテーマで選ぶスタッフのおすすめ本展示、

好評につき今年度も開催いたします。 

６月上旬～ 

●「カラフル」（一般向け） 

●「トチギ博士になろう」（児童向け） 

栃木図書館 

６月上旬～ 

●「アンガーマネジメント・男女共同参画 

週間」（一般向け） 
男女共同参画課との合同企画展示です。 

●「落語」（視聴覚） 
●「としょかんレストラン」（児童向け） 

岩舟館｜「かさばらないからもう一冊！  

雨の日に文庫・新書はいかが？」 
日時：６月１１日（土）～６月３０日（木） 

内容：期間中に文庫・新書を貸りた方先着３０名に特製しおり紐をプレゼント！ 

対象：どなたでも 

場所：栃木市図書館岩舟館  カウンター 

都賀図書館｜はじめての写経 
日時：６月４日（土）  １０時～１１時３０分 

講師：中島清道氏（書家） 

対象：一般 

定員：１５名 

場所：都賀図書館  ２階視聴覚室 

持ち物：マスク、筆ペン、もしくはサインペン、ボールペン等 

申込：電話またはカウンターにて受付中 

藤岡図書館｜「新波の提灯絵付け教室」 
日時：６月１９日（日）  １０時３０分～１２時 

（提灯展示：６月７日（火）～６月１９日（日）） 

講師：田中提灯店 田中梅雄氏 

内容：無地の提灯に絵付けをする体験ができます。 

また、展示スペースでは講師の方の作品を展示します。 

対象：どなたでも（幼児以下は保護者同伴要） 

定員：１２名（保護者も含む） 

費用：１人８５０円 

場所：藤岡図書館 ２階視聴覚室（展示は１階展示スペース） 

 

大平図書館｜とちぎ花センター体験教室 
「カラージェルで観葉植物を育てよう」 

日時：６月１２日（日）  １３時３０分～１４時 

対象：どなたでも（小学生低学年以下は保護者同伴） 

定員：１０名  

費用：５００円（材料費） 

場所：大平図書館 ２階会議室 

申込：５月２８日（金）よりカウンター・電話にて受付開始 

栃木図書館｜午後の映画会・ 

ドラマアンコール劇場「少年 寅次郎」 
日時：①６月６日 （月） 第１話・第２話 

     ②６月２０日（月） 第３話・第４話 

    ③６月２７日（月） 最終話 

各日１４時～ 

内容：ＮＨＫドラマを週替わりでお届けする連続上映企画です。 

定員：各２０名（申込不要。直接ご来館ください。） 

場所：栃木図書館 ２階視聴覚室 
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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 おそとでおはなしひろば 

６月１１日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「こぶとり」他 

６月２５日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「しずく」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 

６月１３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 

６月２１日（火）１１時～１１時３０分 

▽絵本の読み聞かせ・手遊び・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 

６月１１日（土）１４時～ 

 ▽エプロンシアター「ともだち 

ほしいなおおかみくん」他 

 場所：２階視聴覚室 

☆スタッフのおはなし会 

６月２６日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「アマガエルのきしょう 

よほうし」 

 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 

６月１１日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「ふしぎなおるすばん」他 

場所：こどもスペース 

☆「いわふねおはなしキャラバン」に 

よるおはなし会 

６月２５日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「ぶんぶくちゃがま」他 

場所：こどもスペース 

◆大平図書館◆ 

☆おはなししゃぼんだまの 

“絵本の読み聞かせ” 

６月４日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

６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 

６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 

◆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 

６月４日（土）１４時～１４時３０分 

▽「おおあめ、ゆだんしないで！」他 

６月１８日（土）１４時～１４時３０分 

▽「アマガエルのきしょう 

よほうし」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 

６月１７日（金）１４時～ 

▽テーマ「あめ・たなばた」 

場所：児童書コーナー 

 

[時間大図鑑] 
原田知広//著 （栃） 
 

当たり前に流れつつも、今なお研究者たち

を悩ませ続ける大きな謎「時間」。科学雑

誌『Ｎｅｗｔｏｎ』が総力をあげて制作した、 

時間のしくみがゼロからわかる図鑑です。 

［きょうのできごと、十年後］ 
柴崎友香//著（栃・大・都・西） 
 

十年前、京都の飲み会に居あわせた男女。

それぞれの時間を生きた彼らは、 

３０代になり、今夜再会する。せつなく、 

おかしい、奇跡のような一夜の物語。 

[すぐ動けない人のための 

時間割仕事術] 
藤井孝一//著 （栃） 
 

時間割は自分の大切な時間を守り、最高

の生産性を実現するツール。「やる気が出

なくて今日も動けない」という人にぴったり

のセルフマネジメントを伝授します。 

[ガチ速仕事術] 
大原昌人/著 （藤・都） 
 

すべての仕事を２分の１の時間で終わら

せるための、すぐに使える時短テクニック

や仕事の能率を高める生活習慣について

ご紹介。リモートワーク時代にも対応した

１冊です。 

[時間のしくみを科学する] 
ギヨーム・デュプラ//著（都） 

 

時計で計ることができるような「客観的な

時間」だけではなく、私たちはいろいろな

「時間」をもっている。ページをめくるたび

にそんな時間の秘密が飛び出してくる、

学習しかけ絵本。 

[１時間で１０品超時短つくり 

おき弁当] 
大西綾美//著 （都） 
 

電子レンジやオーブンにおまかせで２品で

きる「ほっとくメイン＆ほっとくサブ」、 

フライパン１本でできる「焼くだけメイン」。 

たった１時間で１０品ものお弁当おかずが

作れるレシピ本。 

[とけいのおうさま] 
こすぎさなえ//著 （藤・都・ＢＭ） 
 

とけいの国にはとけいの王さまがいます。 

国民は時間に合わせて行動していました。

ですが、のんびり屋さんの王さまは、時間を

守るのがいやになってしまい…。 

[クロノ・モザイク] 
二階堂黎人//著（栃・大） 
 

突然、時間を飛び越える現象に見舞わ

れるようになり、五年後に恋人が惨殺 

されることを知った中学生の上条友介。 

運命を変えるべく友介は時を行き来し、

力の限りを尽くす。 

今月のテーマは 

「時間」 
 
６月１０日は「時の記念日」。 

それにちなみ、「時間」に関する本を 

ご紹介します！ 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
維新の終曲/岡田秀文（栃） 
引力の欠落/上田岳弘（栃・大） 
おしゃべりな部屋/川村元気（栃・大・藤・西・岩） 
看守の信念/城山真一（大・岩） 
奇跡/林真理子（栃・大・藤・都・西・岩） 

君たちはしかし再び来い/山下澄人（栃） 
警官の道/呉勝浩他（大・都・岩） 
コスメの王様/高殿円（栃・大・岩） 
コンクールシェフ！/五十嵐貴久（栃・大・藤） 
咲かせて三升の團十郎/仁志耕一郎（栃・大） 
漆花ひとつ/澤田瞳子（栃・大・藤・都・西・岩） 
シャルロットのアルバイト/近藤史恵（大・都・西） 
砂嵐に星屑/一穂ミチ（栃・大・都） 
空にピース/藤岡陽子（栃・大・西） 

タラント/角田光代（栃・大・藤・都・岩） 
燕は戻ってこない/桐野夏生（大・藤・都・岩） 

テウトの創薬/岩木一麻（栃・大） 
時計屋探偵の冒険/大山誠一郎（栃・西） 
にごりの月に誘われ/本城雅人（栃・大） 
人形姫/山本幸久（栃・大・都） 
博士の長靴/瀧羽麻子（都） 
はじめての/島本理生（西） 
花咲小路二丁目の寫眞館/小路幸也（栃・藤・都） 
春のこわいもの/川上未映子（大・藤・都） 
パンとサーカス/島田雅彦（栃・大） 
ヒノマル/古市憲寿（大・岩） 
ブラック・ムーン/逢坂剛（栃・藤・都・岩） 
繭の季節が始まる/福田和代（大・藤） 
ミシンと金魚/永井みみ（大・西） 
稔と仔犬 青いお城/遠藤周作（栃・大） 
名探偵・浅見光彦全短編/内田康夫（藤・岩） 
楽園ジューシー/坂木司（大・藤） 
流転/笹本稜平（栃・大） 
レジェンドアニメ！/辻村深月（大・都・岩） 
ロング・アフタヌーン/葉真中顕（栃・大・岩） 
あの図書館の彼女たち 
/ジャネット・スケスリン・チャールズ（栃・大） 

吸血鬼ハンターたちの読書会/グレイディ・ヘンドリクス（大） 
ミッドナイト・ライブラリー/マット・ヘイグ（栃・大・都） 
(文庫・新書)網走サンカヨウ殺人事件/鳴神響一（西） 
(文庫・新書)教養として学んでおきたいクラシック音楽 
/澤和樹（岩） 
(文庫・新書)「させていただく」の使い方/椎名美智（都・西） 
(文庫・新書)定年就活働きものがゆく/堀川アサコ（都） 
(文庫・新書)峠/深田久弥（岩） 
(文庫・新書)なぜ、いま思考力が必要なのか？/池上彰（栃・藤） 
(文庫・新書)百歳いつまでも書いていたい/瀬戸内寂聴（西） 
(文庫・新書)迷宮遡行/貫井徳郎（栃） 
(文庫・新書)わかれ/細谷正充他（大・藤） 
(文庫・新書)和辻哲郎建築と風土/三嶋輝夫（大） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
知るほど不思議な平安時代 上/繁田信一（栃・大・藤） 

手紙が語る歴史秘話（大） 

京都ぶらり歴史探訪ガイド今昔ウォーキング（栃） 

地球の歩き方ａｒｕｃｏ東京で楽しむハワイ（大・都） 

日本の泊まれる○○（藤） 

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

あなたを変える行動経済学/大竹文雄（大） 
お仕事六法/横山佳枝（大・都） 
会社の片付け！/川井かおる（栃・藤） 

ハローワークインターネットサービス活用バイブル 
/山崎広輝（栃・大） 

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

一生スタスタ歩けるフリフリ体操/中村格子（西） 

きくらげの逆襲（大・都） 

フサフサ大作戦！/久田篤（藤・西） 

文系のためのめっちゃやさしい脳/河西春郎（栃・大） 

身近な人が脳梗塞・脳出血になったときの介護と対策 

/鈩裕和（栃・藤） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
スパイス弁当/松島由恵（栃） 

藤井恵の「からだが整う」おかゆ/藤井恵（都・岩） 

りえさんの３６５日のお漬け物/（藤・西） 

子育て言い換え事典/石田勝紀（大・都・岩） 

にゃんにゃん猫刺繍/チョン ジソン（藤） 

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

新しい和の庭づくり（大・西） 

勝てる麻雀をわかりやすく教えてください！/内川幸太郎（藤） 

図解中野ジェームズ修一のランニング教科書 

/中野ジェームズ修一（都） 

ブッ飛びキャンプ雑学（栃・都） 

ふわっとやさしい和のイラスト/鮎 裕（大） 

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

イラストでわかる漢字使い分けじてん/卯月啓子（栃・大・岩） 

ことば探偵の冒険新語・流行語を追え！/田中牧郎（大・藤・都・岩） 

さかさまがっこう/苅田澄子（大・都・西） 

算数すきすきメガネ/山口タオ（大・都・岩） 

じぶんでよめるとりずかん（藤・都・西） 

ちびまる子ちゃんの友だちづき合い/さくらももこ（大・藤・都） 

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！食物アレルギーサバイバル 

/飯野晃（大・西） 

ナゾトキ・ハンター インドの巨神像バトル/タダタダ（都・西） 

何になりたい？未来をみつけるおしごと大図鑑（大・藤・都） 

ぬまがさワタリのゆかいないきもの超図鑑 

/ぬまがさワタリ（大・藤） 

はたらく細胞ワクチン＆おくすり図鑑（栃・大・藤・都・岩） 

レッツもよみます/ひこ・田中（栃・都・西・岩） 

（絵本）おめめのめがみさま/よしむらあきこ（栃・大・藤・都・西・岩） 
（絵本）きょうはおうちでいちごがり/新井悦子（栃・大・藤・西） 

（絵本）スプーンとフライパン/新井洋行（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）はやくしなさい！/中川ひろたか（大・西・岩） 

（絵本）ようかいむらのふしぎとしょかん 

/たかいよしかず（栃・大・藤・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
高校の勉強のトリセツ/船登惟希（栃・大） 
１４歳からの「論語」/齋藤孝（栃・藤・岩） 
中学理科のなぜ？が１冊でしっかりわかる本 
/佐川大三（栃・大・藤・都） 
タブレット・チルドレン/村上しいこ（藤・都） 
ようこそ、市立第４魔法中学校へ！/藍藤唯（栃・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：４／１～４／３０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 

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 

6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

6月2日 (木)

6月6日 (月) 星風会（代官荘）

6月7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

6月8日 (水) 川原田団地 大町公民館

6月9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

6月13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

6月14日 (火)

6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

6月16日 (木) 部屋小学校

6月20日 (月) 星風会（代官荘）

6月21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

6月22日 (水) 川原田団地 大町公民館

6月23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

6月27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

6月28日 (火) 小野寺小学校

6月29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

6月30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　　　【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

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）

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年６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


