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栃木市図書館通信 

２０２２年７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 ８月上旬～ 

●「うつくしいまちいわふね そしてそして 

そしてうつくしい地球」（一般向け） 

●「海だーーー！」（児童向け） 

西方館 ８月上旬～ 

●「HOTｖｓＣＯＯＬ夏メニュー」（一般向け） 

●「こわ～い本」（児童向け） 

都賀図書館 ８月上旬～ 

●「涼しく暮らすコツ」 （一般向け） 
暑い夏を乗り切るための暮らしのコツが詰まった

本をご紹介します。 

開催中 

●「やっぱり夏がすき」(児童向け) 

藤岡図書館 ８月上旬～ 

●「猛暑に負けない！ 

“涼”を楽しむ本」（一般向け） 
夏を涼しく過ごすための工夫や、涼しげなもの・ 

スポットについての本をご紹介します。 

開催中 

●「なつがきたっ」（児童向け） 

大平図書館 ８月上旬～ 

●「青空と白球」（一般向け） 

野球をテーマにした小説や野球にまつわる内容

の本を集め、展示を行います。 

●「デジタル化の波にのる」（児童向け） 

７月末～ 

●「平和への祈り」（一般向け） 

 

栃木図書館 

８月上旬～ 

●「大人の図鑑」（一般向け） 
図鑑は大人も楽しめる。ニッチでマニアックな 

あんな図鑑もありますよ。 

●「夏の本」（児童向け） 
●「苦手克服」（YA）開催中 

岩舟館｜「オリジナルバッグチャームを 

作ろう！」 
日時：８月２０日（土） １４時３０分～１５時３０分 

内容：UVレジンでオリジナルの装飾を作り、タッセルなどを自由につけて 

世界に一つだけのバッグチャームを作ろう！ 

対象：５名（ただし小学生以下は保護者同伴要） 費用：200円（材料費として） 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

西方館｜夏休み特別企画 

「ゆうやけ♪かみしばい」 
日時：８月５日（金）・１２日（金）・１９日（金）・２６日（金） 各日１６時～ 

内容：夏の夕方にぴったりな紙芝居。最終日（８月２６日）はスペシャルＤＡＹ！ 

場所：栃木市図書館西方館 児童書コーナー 

２６日のみ西方公民館１階 会議室 

都賀図書館｜「都賀図書館ヨガ講座 ２０２２」 
日時：８月２７日（土） １０時～１１時 

講師：ヨガインストラクター 荒川始子氏 

対象：一般 定員：１０名 場所：栃木市都賀公民館 講堂 

持ち物：マスク、汗ふきタオル、飲み物、ヨガマットもしくはバスタオル 

（動きやすい服装でご参加ください。) 

申込：７月３０日（土）よりカウンター・電話にて受付開始 

藤岡図書館｜「クリームソーダの 

ストラップをつくろう！」 
日時：８月２１日（日） １１時～１２時 

（作品展示：８月２日（火）～８月２１日（日）） 

講師：フェイクスイーツ工房 Ki*kone 小松君枝氏 

内容：フェイクスイーツのストラップを作成しよう！ 

展示スペースでは講師のフェイクスイーツ作品を展示します。 

対象：どなたでも（小学生未満は保護者の付き添いが必要） 

定員：１５名程度（保護者も含む） 費用：５００円（材料費） 

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｜「大人の切り絵教室」 
日時：８月１１日（木・祝） １４時～１５時 

対象：中学生以上 定員：１０名 費用：無料 

場所：大平図書館 ２階会議室  

申込：７月２０日（水）よりカウンター・電話にて受付中 

栃木図書館｜「認知症サポーター養成講座」 
日時：８月２９日（月） １４時～１５時３０分 

内容：認知症の予防や対応する時の心構えなどを学んでみませんか？ 

認知症の方や家族を、地域の中でそっと見守るサポーターになりましょう。 

対象：どなたでも 定員：２０名 

場所：栃木図書館 ２階会議室 

申込：カウンター・電話にて受付中 
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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 

８月１３日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「サンカクさん」他 

８月２７日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「１４ひきのおつきみ」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 

８月８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 

８月３０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◆ 

☆スタッフのおはなし会 

８月２８日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「１１ぴきのねこと 

あほうどり」他 

 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 

８月１３日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「あらまっ！」他 

場所：こどもスペース 

☆「虹の会」によるおはなし会 

８月２７日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「ちゅうちゅうハッケヨイ」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” 

８月６日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

８月１２日(金)・２６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 

８月２８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 

８月６日（土）１４時～１４時３０分 

▽「あついひのおばけさん」他 

８月２０日（土）１４時～１４時３０分 

▽「カブトムシのようちゅう 

キバくん」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 

８月５日（金）１４時～ 

▽テーマ「たのしい夏休み」 

場所：児童書コーナー 

 

今月のテーマは 

「山」 
 
８月１１日は「山の日」。 

山や登山の魅力が伝わる本を 

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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
油絵は謎をささやく/翔田寛（栃・大・都） 
アルツ村/南杏子（栃・大・都・西） 
雨滴は続く/西村賢太（栃・大） 
裏家電/嶋戸悠祐（栃・都） 
逆転のアリバイ/香納諒一（西） 
くるまの娘/宇佐見りん（栃・大・藤・都） 
剣持麗子のワンナイト推理/新川帆立（栃・大・藤・都・西） 
恋せぬふたり/吉田恵里香（都・西） 
香君 上・下/上橋菜穂子（栃・大・藤・都） 
さよならに反する現象/乙一（栃・大・藤） 
さよならの向う側/清水晴木（栃・都） 
沈みかけの船より、愛をこめて/乙一（栃・大） 
情熱の砂を踏む女/下村敦史（栃・大・藤） 
スクイッド荘の殺人/東川篤哉（栃・大・藤・都・西・岩） 
スタッフロール/深緑野分（栃・大・藤・都・岩） 
高く翔べ/吉川永青（栃・大） 

たとえ世界を敵に回しても/志駕晃（栃・大） 
ダンシング玉入れ/中山可穂（栃・大） 
団地のふたり/藤野千夜（藤・都） 

小さき王たち 第１部/堂場瞬一（栃・大・藤・都・岩） 
月の王/馳星周（栃・大・藤・都・岩） 

天下を買った女/伊東潤（栃・大・岩） 

渚の螢火/坂上泉（栃・大） 
泣き虫先生/ねじめ正一（栃・大・岩） 
生皮/井上荒野（栃・大・都・岩） 
二重らせんのスイッチ/辻堂ゆめ（栃・大・都） 
女人入眼/永井紗耶子（栃・大） 
爆弾/呉勝浩（栃・大・藤・都） 
化物園/恒川光太郎（栃・大） 
花散る里の病棟/帚木蓬生（栃・大・岩） 
百年厨房/村崎なぎこ（栃・大・藤・都・岩） 
マイクロスパイ・アンサンブル/伊坂幸太郎（栃・大・藤・都・西・岩） 
マスカレード・ゲーム/東野圭吾（栃・大・藤・都・西） 
羊毛フェルトの比重/髙森美由紀（藤・都） 
六法推理/五十嵐律人（大・都） 
メキシカン・ゴシック/シルヴィア・モレノ＝ガルシア（栃・大） 
世の中に悪い人はいない/ウォン ジェフン（藤・西） 

リリアンと燃える双子の終わらない夏/ケヴィン・ウィルソン（栃） 
(文庫・新書)いじめをやめられない大人たち/木原克直（栃・大） 
(文庫・新書)お江戸暮らし/杉浦日向子（岩） 
(文庫・新書)教養としての「数学１・Ａ」/永野裕之（栃・岩） 
(文庫・新書)残酷依存症/櫛木理宇（栃・大） 

(文庫・新書)しみしみがんもとお犬道中/高田在子（都・西） 

(文庫・新書)人生を豊かにする歴史・時代小説教室 
/安部龍太郎（栃・大） 
(文庫・新書)ナンバー２の日本史/榎本秋（藤） 
(文庫・新書)虹の橋からきた犬/新堂冬樹（大・都） 
(文庫・新書)２０歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ 
/齋藤孝（西） 
(文庫・新書)２０週俳句入門/藤田湘子（藤） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
「なぜ！？」からはじめる世界史/津野田興一（栃・岩） 

日本の合戦解剖図鑑（栃・藤・岩） 

茨城カフェ日和こだわりのお店案内（藤・都） 

びわ湖一周滋賀じてんしゃ旅（大） 

ふるさと再発見の旅 関東（栃・大・藤） 

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

イラスト＆図解知識ゼロでも楽しく読める！ 
行動経済学のしくみ（栃・藤） 
起業がうまくいった人は一年目に何をしたか？/新井一（大） 

比べて丸わかり！会計の用語図鑑/石川和男（大） 
倒産した時の話をしようか/関根諒介（都） 

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

ウルトラ図解骨粗鬆症（栃・都） 

心と体がととのうフィトセラピー/ 岡野真弥（大・都） 

日本初の頭痛専門クリニックが教える最新頭痛の治し方大全 

/丹羽潔（栃・大） 

「目」のトリセツ（西・岩） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
石原洋子の梅干し梅酒梅料理/ 石原洋子（栃・藤・都） 

おうちでできる世界のおそうざい/荻野恭子（大・都） 

ＤＥＥＮ池森の『創作』乾麺蕎麦レシピ/池森秀一（栃） 

子育て本ベストセラー１００冊の「これスゴイ」を 

１冊にまとめた本/江口祐子（栃・大・藤） 

ビーズと糸で描く Cotohaの動物刺繡ブローチ/小川千絵（岩） 

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

今すぐやっておきたい体が忘れないゴルフの基本 

/芹澤信雄（大・西） 

宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり（栃・大・岩） 

栃木を釣る/大木孝威（栃・大・藤） 

はじめてのベジ・ガーデン（栃・岩） 

ゆるっと始めるキャンプ読本/こいしゆうか（藤・西） 

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

頭がよくなる！ちょいムズおりがみ/山田勝久（藤・都・西） 

あっちもこっちもこの世はもれなく/いとうみく（栃・大・都・西・岩） 

生まれかわりのポオ/森絵都（栃・大・西） 

ジャレットのミント・コレクション/あんびるやすこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

日本国憲法で鬼ケ島を救え！（栃・藤・岩） 

はじめての子どもパン教室/吉永麻衣子（大・西・岩） 

病院図書館の青と空/令丈ヒロ子（栃・大・藤・都・岩） 

みんなで調べよう・考えよう！ 

小学生からのＳＤＧｓ丸わかりＢＯＯＫ（栃・大） 

目指せ！ナゾトレ甲子園/雨露山鳥（藤・都・岩） 

やっぱりざんねんないきもの事典（大・都・西） 

るるぶどこからきたの？ 

食べもの＆くらしイラスト大図鑑（大・藤・都・西） 

ひみつの地下図書館 １/アビー・ロングスタッフ（栃・大・都・岩） 

（絵本）あげる/はらぺこめがね（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）うろおぼえ一家のパーティー/出口かずみ（大・藤・都・西・岩） 
（絵本）ふたごパンダのこころコロコロ 

/西島三重子（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）プールのくまのこ/種村有希子（栃・大・藤・都） 

（絵本）ぼくがおこるとおこること/塚本やすし（栃・大・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
大人になる前に知ってほしい生きるために必要な 
「法律」のはなし（栃・大・岩） 
中学生のための東大生の勉強法カタログ（栃） 
バトルマンガで歴史が超（すげえ）わかる本/茂木誠（栃・藤・都） 
空白小説/氏田雄介他（藤・都・岩） 
深夜０時の司書見習い/近江泉美（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：６／１～６／３０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 

8月1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

8月2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

8月3日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月4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

8月8日 (月) 星風会（代官荘）

8月9日 (火)

8月10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

8月11日 (木)

8月15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

8月16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

8月17日 (水) 川原田団地 大町公民館

8月18日 (木)

8月22日 (月) 星風会（代官荘）

8月23日 (火)

8月24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

8月25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

8月29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

8月30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

8月31日 (水) 川原田団地 大町公民館

※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　　【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８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

□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


