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栃木市図書館通信 

２０２２年６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 ７月上旬～ 

●「あなたは大丈夫？お金の本」（一般向け） 

●「夏ですね」（児童向け） 

西方館 ７月上旬～ 

●「暑さに勝てる体力作り」（一般向け） 

●「なつやすみおうえん！」（児童向け） 

都賀図書館 ７月上旬～ 

●「文庫・新書まつり」 （一般向け） 
スキマ時間を読書で埋めてみませんか？小さくて

持ち運びしやすい文庫・新書を集めました。 

●「なつやすみ」(児童向け) 

藤岡図書館 ７月上旬～ 

●「ゆる家事のススメ」（一般向け） 
億劫な家事を楽にこなすアイディアの詰まった 

本をご紹介します。 

開催中 

●「元気いっぱい」（児童向け） 

大平図書館 ７月上旬～ 

●「自然と共に生きるには」（一般向け） 

環境問題や、豊かな自然の生態、人と自然の 

共生についての資料などを展示します。 

●「芸術な７類」（一般向け） 

●「こわいぞ！こわいぞ！おばけのせかい」

（児童向け） 

栃木図書館 

７月上旬～ 

●「北条義時」（一般向け） 
大河ドラマも折り返し地点。本で理解を深めて、 

より楽しく！ 

●「夏休みのオススメ」（YA） 
●「ようかい大集合」（児童向け） 

岩舟館｜「読んでミッションにチャレンジ」 
日時：７月１７日（日）～８月３１日（水） 

内容：借りた対象資料についてのクイズを返却時にカウンターにて回答してく 

ださい。正解すると専用台紙にスタンプを押します。 

３つ集まるとミッション達成。景品をプレゼント！ 

対象：小学生 先着３０名 

場所：栃木市図書館岩舟館 カウンター 

西方館｜夏休みチャレンジ企画 

「にしかたのとしょかんで○○をさがせ！」 
日時：７月２３日（土）～８月３１日（水） 

内容：館内に隠されたクイズに答えよう！２回正解した方にプレゼント♪ 

対象：小学生以下 

場所：栃木市図書館西方館館内 

都賀図書館｜「読書感想文書き方教室」 
日時：７月２４日（日） １４時～１６時 

講師：毛塚辰幸氏（山本有三記念会理事） 

対象：小学生（保護者同伴必須１名まで） 

定員：１０名 

場所：都賀図書館 ２階視聴覚室 

持ち物：筆記用具、感想文を書きたい本２冊（事前に本を読んできてください） 

申込：６月２６日(日)よりカウンター・電話にて受付開始 

藤岡図書館｜「夏休みチャレンジ 

にじいろスタンプラリー」 
期間：７月２０日（水）～８月３１日（水） 

内容：１日１回の貸出につき１スタンプ。７スタンプ集めたら手作りおもちゃ 

「レインボースティック」をプレゼント！ 

対象：小学生以下 

場所：藤岡図書館 １階カウンター 

 

大平図書館｜花いっぱい図書館「ミニフラワー展」 
展示期間：７月５日（火）～７月１８日（月） 

展示場所：大平図書館 １階ミニミニ市民ギャラリー 

内容：皆様から花・植物の写真や絵、鉢植えなどを募集し、展示いたします。  

申込：６月２１日（火）～７月３日（日）まで１階カウンターにて受付 

栃木図書館｜「夏休み書道教室」 
日時：７月２３日（土）・２４日（日） １０時～１２時 

講師：大塚昌峰先生（栃木市栃木書道連盟顧問・書友会副理事長） 

対象：小学校３年生～中学生（両日参加可能な方） 

定員：１５名 

場所：栃木図書館 ２階会議室 

持ち物：書道道具 

申込：７月２日（土）よりカウンター・電話にて受付開始 
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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 

７月９日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「うらしまたろう」他 

７月２３日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「うみのむこうは」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 

７月１８日（月・祝）１６時～１６時３０分 

 場所：２階視聴覚室 

☆出張えほんデビュー 

７月１９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” 

の夏のおはなし会 

７月２３日（土）１０時～ 

 ▽エプロンシアター「ジャックと 

豆の木」他 

 場所：２階視聴覚室 

☆スタッフのおはなし会 

７月３１日（日）１４時～ 

 ▽絵本「なつはひるね」 

 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 

７月９日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「ようこそ海へ」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 

７月２３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” 

７月２日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

７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 

７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 

７月２日（土）１４時～１４時３０分 

▽「どうぶつむらのたなばたまつり」他 

７月１６日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ばけこちゃんとうみ」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

◆図書館西方館◆ 

☆おはなし☆きららおはなし会 

７月１５日（金）１４時～ 

▽テーマ「夏・海・数」 

場所：児童書コーナー 

 

今月のテーマは 

「お金・マネー」 
 
７月１日は「銀行の日」。 

お金との上手な付き合い方について、 

改めて考えてみませんか。 
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●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
阿茶/村木嵐（栃・大） 
いえ/小野寺史宜（栃・大・藤・都・岩） 
裏家電/嶋戸悠祐（栃・都） 
エンドロール/潮谷験（栃・都） 
おいしいごはんが食べられますように/高瀬隼子（栃・西） 
隠し女小春/辻原登（栃・大） 
風の港/村山早紀（栃・大・都・西） 
彼女が知らない隣人たち/あさのあつこ（栃・大・都・西） 
刑事弁護人/薬丸岳（栃・大・藤・都） 
午前０時の身代金/京橋史織（栃・大・都） 
シェア/真梨幸子（栃・藤） 
朱色の化身/塩田武士（栃・大・藤・岩） 
ショートケーキ。/坂木司（栃・大・藤・都・西・岩） 
白銀騎士団（シルバー・ナイツ）/田中芳樹（栃・大） 
心心/石田衣良（栃・大・藤・都） 

人面島/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 
属国の銃弾/永瀬隼介（栃・大） 
戴天/千葉ともこ（栃） 
ついでにジェントルメン/柚木麻子（栃・大・藤・都・岩） 
図書室のはこぶね/名取佐和子（大・都・岩） 
永いおあずけ/みうらじゅん（藤） 
泣き虫先生/ねじめ正一（栃・大・岩） 
夏の体温/瀬尾まいこ（大・藤・都・岩） 
菜の花の道/藤原緋沙子（栃・岩） 
八月の母/早見和真（栃・大・都） 

花屋さんが言うことには/山本幸久（栃・大・都・西） 
母子草の記憶/小杉健治（栃・大・岩） 
陽だまりに至る病/天祢涼（岩） 
人でなしの櫻/遠田潤子（栃・大） 

布武の果て/上田秀人（栃・大） 
古本食堂/原田ひ香（大・藤・都・西） 
弊社は買収されました！/額賀澪（栃・大・藤・都） 
包帯クラブルック・アット・ミー！/天童荒太（栃・大・岩） 
無明/今野敏（栃・大・都・西） 
幸村を討て/今村翔吾（栃・大・都・西・岩） 
ある日、僕が死にました/イ ギョンヘ（栃・藤） 

印（サイン）/アーナルデュル・インドリダソン（栃） 
ひとりの双子/ブリット・ベネット（栃・大） 
名探偵と海の悪魔/スチュアート・タートン（大） 
(文庫・新書)味比べ/青山文平他（都） 
(文庫・新書)１日１ページで身につく！ 
歴史と地理の新しい教養３６５/伊藤賀一（栃・岩） 
(文庫・新書)くそじじいとくそばばあの日本史/大塚ひかり（藤・西） 
(文庫・新書)子どもが心配/養老孟司（大） 
(文庫・新書)こんなに変わった理科教科書/左巻健男（栃・大・岩） 
(文庫・新書)７０代で死ぬ人、８０代でも元気な人/和田秀樹（藤） 
(文庫・新書)人情出世長屋/山田剛（都） 
(文庫・新書)退き口/上田秀人（藤・都） 

(文庫・新書)ピンピン、ひらり。/鎌田實（岩） 
(文庫・新書)琉球建国記/矢野隆（栃） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
古代遺跡大図鑑（栃・大） 

図解眠れなくなるほど面白い始皇帝の話（栃・藤・都） 

一度は泊まりたい超ユニークＨＯＴＥＬ（藤・西） 

絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯/渡辺裕美（藤・西） 

地球の歩き方ｎｙａｒｕｃｏ東京ねこさんぽ（栃・都） 

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

学校でも会社でも教えてくれない「見た目」の教科書 
/乳原佳代（藤・都） 

これで安心！個人情報保護・マイナンバー（栃・都） 
最新パワハラ防止法対策がよ～くわかる本/池辺健太（栃・都） 
スモールビジネスの教科書/武田所長（大） 

世界一わかりやすい図解金融用語/石原敬子（栃・岩） 

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

女はいつも、どっかが痛い/やまざきあつこ（藤・都） 

更年期ってこういうこと図鑑（西・岩） 

すぐに忘れてしまう自分が怖くなったら読む本 

/浦上克哉（栃・西・岩） 

「天気が悪いと調子が悪い」を自分で治す本/佐藤純（栃・大） 

働くあなたの快眠地図/角谷リョウ（栃・都） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
元気が出る野菜炒め/牛尾理恵（藤・都） 

心とからだが元気になる鉄分レシピ/小田真規子（栃・岩） 

ほぼ材料３つのごちそう献立/ｙｕｋｏ（西） 

服育のすすめ/竹内和雄（栃・大・都） 

しましまとみずたまでつくる小物/石川ゆみ（栃・藤） 

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

イチバン親切な水彩画の教科書/上田耕造（大・都） 

チェスを初めてやる人の本（栃） 

夏井いつき、俳句を旅する/夏井いつき（藤） 

花を育ててみたいのですが。/花福こざる（栃・岩） 

レジンで作る色彩美のアクセサリー（岩） 

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

あした話したくなるおもしろすぎる漢字の世界（大・都） 

今から身につける「投資の心得」（大・都） 

おしりダンディザ・ヤング ドラゴンへのみち！ 

/トロル（藤・都・西・岩） 

おばけのアッチあかちゃんはドドン！/角野栄子（栃・大・藤・都・西） 

学校のおばけずかんハイ！/斉藤洋（栃・大・藤・都・岩） 

小学生の何でもお悩み相談室/関和之（栃・大・藤・都） 

タヌキの土居くん/富安陽子（大・都・岩） 

ドラえもん探究ワールド身近にいっぱい！おどろきの化学 

/藤子・Ｆ・不二雄（大・藤・岩） 

びっくり図書館/如月かずさ（栃・大・藤・岩） 

ふしぎな図書館と魔王グライモン/廣嶋玲子（栃・大・藤・都） 

目まもりドリル/平松類（大・藤・都） 

モンスター・ホテルでろてんぶろ/柏葉幸子（栃・大・藤・西） 

（絵本）あかちゃんがきた！/サトシン（栃・大・都・岩） 

（絵本）かみはこんなにくちゃくちゃだけど 

/ヨシタケシンスケ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）どうぶつどこ？/ｓｈｉｍｉｚｕ（栃・大・藤・都・西） 
（絵本）ともだち/くすのきしげのり（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）ぼくのねこ/鈴木のりたけ（栃・大・藤・都・西） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
学校では教えてくれなかった社会で生きていくために 
知っておきたい知識（栃・大・都） 
嫌いな教科を好きになる方法、教えてください！（栃・都・岩） 
強い国でわかる世界の歴史（栃・藤） 
イーヴィル・デッド/七尾与史（栃・大） 
ファンタスティックガール/キム ヘジョン（栃・西） 
 

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：５／１～５／３１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 

7月4日 (月) 星風会（代官荘）

7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

7月6日 (水) 川原田団地 大町公民館

7月7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

7月11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

7月12日 (火)

7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

7月14日 (木) 部屋小学校

7月18日 (月)

7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

7月20日 (水) 川原田団地 大町公民館

7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

7月25日 (月) 星風会（代官荘）

7月26日 (火)

7月27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

7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　【部屋小】1２時５５分～1３時２0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

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年７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


