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栃木市図書館通信 

２０２２年８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 ９月上旬～ 

●「さあ、どっち！？」（一般向け） 

●「月のおはなし」（児童向け） 

西方館 ９月上旬～ 

●「大人も読みたい絵本」（一般向け） 

●「どうぶつあつまれ」（児童向け） 

都賀図書館 ９月上旬～ 

●「前を向いて歩こう」 （一般向け） 
読んだ後、なんだか前向きな気持ちになれる本を

集めました。 

●「おつきみ」(児童向け) 

藤岡図書館 ９月上旬～ 

●「癒し本」（一般向け） 
夏バテによる心身の疲労を癒してくれるような 

本を集めました！ 

●「わくわく♪デザート♡」（児童向け） 

大平図書館 開催中 

●「ホラーホラー あなたのうしろに 

なにかいる！」（一般向け） 

身も心も涼しくなる！？秋の夜長にお化けや 

幽霊、怪談話はいかがですか……？ 

９月上旬～ 

●「夏バテぎみなあなたへ」（ＹＡ） 

●「小さい秋みーつけた♪」（児童向け） 

 

栃木図書館 

９月上旬～ 

●「認知症予防」（一般向け） 
これからのために考えておきたい認知症について 

特集します。 

●「ＡＯ・推薦入試 小論文対策」（ＹＡ） 
●「ＧＯ！ＧＯ！のりもの」（児童向け） 

西方館｜ご当地学教室「栃木市の地形」 
日時：９月１０日（土） １０時～１１時３０分 

内容：地域での今後の大規模災害に備える教訓として、水害と対峙しながら 

発展してきた「栃木の台地」を考察してみませんか？ 

定員：１５名 

場所：栃木市西方公民館 ２階会議室 

申込：８月２日（火）よりカウンター・電話にて受付中 

藤岡図書館｜「花の作品展」 
日時：９月１３日（火）～１０月８日（土） 

内容： ふらわあしょっぷモアミ 岡田公美子氏制作の、 

花を用いた作品をご紹介します。 

場所：藤岡図書館 １階展示スペース 

大平図書館｜ 
「蔵書点検にともなう特別休館日について」 
９月２７日（火）・９月２８日（水）は、蔵書点検のため休館となります。 

 

「映画会」 
日時：９月１９日（月・祝） １４時～１６時 

上映：「ケアニン／あなたでよかった」（約１０５分） 

対象：どなたでも 

定員：２０名 

場所：大平図書館 ２階会議室  

申込：８月３０日（火）よりカウンター・電話にて受付開始 

栃木図書館｜「栃木市民大学講座への 

出張展示のお知らせ」 
栃木文化会館で行われる講座内容に合わせた資料を図書館で展示し、 

講座当日には文化会館にて出張展示します。 

講座名 

①「まちぐるみで認知症高齢者を支える」 

②「西方城跡・二条城跡シンポジウム～ここまでわかった西方城、二条城」 

日時 

①館内展示：９月３日（土）～１０月６日（木） 

出張展示：９月２４日（土） １３時～１３時３０分 

１５時３０分～１６時 

②館内展示：９月３日（土）～１０月６日（木） 

出張展示：９月２５日（日） １２時３０分～１３時 

１６時３０分～１７時 

 

※出張展示の時間は、講座終了時間により多少前後する場合があります。 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

９月１０日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ふたりのあさごはん」他 

９月２４日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「おじいちゃんだいすき」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 

９月１９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 

９月２７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 

９月１１日（日）１５時～ 

 ▽紙芝居「きつねとごんろく」他 

 場所：１階児童コーナー 

 

 

 

◆図書館岩舟館◆ 

☆「あきの会」によるおはなし会 

９月１０日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「たべてあげる」他 

場所：栃木市岩舟公民館 会議室５ 

☆「いわふねおはなしキャラバン」による 

おはなし会 

９月２４日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「かにむかし」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” 

９月３日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

９月９日(金)・２３日(金・祝) 

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 

９月２５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 

９月３日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ばけこちゃんのおつきみ」他 

９月１７日（土）１４時～１４時３０分 

▽「やさいむらのうんどうかい」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 

９月１６日（金）１４時～ 

▽テーマ「ねずみ・ねこ・月・野菜」 

場所：児童書コーナー 

 

[切り剣] 
福田理代//著 （栃） 
 

立体的でリアルなタコ、クラゲ、オウムガイ、

深海魚、孔雀…。もはやコンテンポラリー・

アートの領域に接近する、緻密で美しい 

切り絵作品集です。 

［教養として知っておきたい名画 

ＢＥＳＴ１００］ 
山内舞子//監修（栃・大・都） 
 

キュレーター×美術ライター集団が世界の 

名画ベスト１００をランキング。世界と日本の 

絵画を古典から現代アートまで織り交ぜなが

ら紹介する、楽しめる絵画の案内本。 

[胞子文学名作選] 
永瀬清子//著 （栃） 
 

苔、茸、カビなどがテーマの、斬新な装丁と

作品ごとに変わるフォントや紙質も「アート」

な１冊。姉妹編『きのこ文学名作選』と共に、

ぜひお手に取って体感してください。 

[もっと知りたい「怖い絵」展] 
中野京子//著 （栃・藤・都） 
 

社会現象を巻き起こした美術展「怖い絵」展。 

いったい何がそこまで人々を駆り立てたのか。 

名画に隠された物語・人間の闇を、特別監 

修を務めた中野京子が再び、深く濃く解説し 

ます。 

[スマホで描く！はじめての 

デジ絵ガイドブック] 
（萌）表現探求サークル//著（大・藤） 

 

誰でもスマホでお手軽にデジタル絵が描け

る。レイヤーや解像度、基本の描き方など、

デジタル絵に挑戦する上で最初に知って 

おきたい知識が分かります。 

[騙る] 
黒川博行//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

大物彫刻家が遺した縮小模型、蔵に眠って

いた重要文化財級の屏風…。古美術業界

の欲深き人々が騙し合い、果たして最後に

笑うのは誰？美術ミステリー連作集。 

[赤ちゃんのおひるねアート] 
青木水理//著 （大・藤） 
 

おとぎ話の主人公、宇宙飛行士、パイロット…。

ママの発想で、赤ちゃんが自由自在に変身！ 

著者の息子を撮影したおひるねアート作品と、

テーマを決めてから撮影までの作り方を紹介 

します。ブログをもとに書籍化。 

[浮世絵動物園] 
太田記念美術館//監修（栃・大） 
 

東京・原宿の浮世絵専門美術館、太田

記念美術館が所蔵する約１６０点の浮世

絵で、江戸絵画の動物表現を楽しむとと

もに、江戸の人々と動物の深い関わり方

を伝える一冊。 

今月のテーマは 

「アートな本」 
 
浮世絵、西洋の名画、 

そしてスマホで描けるデジタル絵！ 

様々な“アート”を本で楽しんでみませんか。 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あきらめません！/垣谷美雨（栃・大・都・西） 
あるじなしとて/天津佳之（都・岩） 
〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶/小路幸也（大・藤・都・西） 
一心同体だった/山内マリコ（栃・都） 
うまたん/東川篤哉（栃・大・藤・都・岩） 
海の教場/吉川英梨（栃・大） 
Ｎ／Ａ（エヌエー）/年森瑛（栃・大） 
怪談小説という名の小説怪談/澤村伊智（栃・大） 
奇跡集/小野寺史宜（栃・大・都・岩） 
子宝船/宮部みゆき（栃・大・藤・都・西・岩） 
孤蝶の城/桜木紫乃（栃・大・藤・岩） 
殺し屋の息子/永瀬隼介（栃・大） 

こんな日のきみには花が似合う/蒼井ブルー（藤） 
死神と天使の円舞曲（ワルツ）/知念実希人（栃・藤・都） 
情事と事情/小手鞠るい（栃・大） 
石礫/今野敏（栃・西） 
空をこえて七星のかなた/加納朋子（栃・大・都） 

宙（そら）ごはん/町田そのこ（栃・大・藤・都・岩） 
たそがれの侵入者/赤川次郎（大・都・岩） 
チョウセンアサガオの咲く夏/柚月裕子（栃・大・藤・都） 
棘の家/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 
夏鳥たちのとまり木/奥田亜希子（栃・大・都） 
任侠ショコラティエ/新堂冬樹（栃・大・藤・都・西・岩） 
忍者に結婚は難しい/横関大（栃・大・都） 

猫弁と幽霊屋敷/大山淳子（栃・都・岩） 
残された人が編む物語/桂望実（栃・岩） 
はぐれ鴉/赤神諒（栃・大） 
広重ぶるう/梶よう子（栃・大・藤・岩） 
まっとうな人生/絲山秋子（栃・大・藤・都・岩） 
水の月/中江有里（都） 
道/白石一文（栃・大） 
名探偵は誰だ/芦辺拓（栃・大） 
夢をかなえるゾウ ０/水野敬也（栃・藤・都・岩） 

夜に星を放つ/窪美澄（栃・大・藤） 
よろずを引くもの/西條奈加（栃・藤・都） 

エドワードへの手紙/アン・ナポリターノ（栃・大） 
華麗な復讐株式会社/ヨナス・ヨナソン（栃） 

ロシアの星/アンヌ＝マリー・ルヴォル（栃・大） 
(文庫・新書)開運わん市/倉阪鬼一郎（岩） 

(文庫・新書)心がフワッと軽くなる！２分間ストーリー 
/ささきかつお（藤） 
(文庫・新書)今宵も喫茶ドードーのキッチンで。/標野凪（都） 

(文庫・新書)ＪＫ（ジェーケー）/松岡圭祐（栃・西） 
(文庫・新書)仕立屋お竜/岡本さとる（栃・大） 
(文庫・新書)映画を早送りで観る人たち/稲田豊史（栃・岩） 

(文庫・新書)老いの品格/和田秀樹（大・西） 
(文庫・新書)人生は７０代で決まる/綾小路きみまろ（西・岩） 
(文庫・新書)日本的「勤勉」のワナ/柴田昌治（岩） 
(文庫・新書)本当に役立つ栄養学/佐藤成美（西・岩） 
(文庫・新書)ロシアの歴史/島崎晋（藤・都） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
女人政治の中世/田端泰子（栃） 

文化財が語る日本の歴史（栃・大） 

日光ハイキング案内（栃・大・都・西・岩） 

四国八十八カ所ゆとりの旅（栃・大・西） 

地球の歩き方ａｒｕｃｏ東京で楽しむアジアの国々（大・都） 

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

会議カイゼン/高尾英正（栃） 
クリエイター１年目のビジネススキル図鑑/山田邦明（藤） 
図解教養として知っておきたい経済理論/大村大次郎（都） 

Ｚ世代・さとり世代の上司になったら読む本/竹内義晴（栃・藤） 

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

更年期、私のトリセツ/対馬ルリ子（栃・西） 

呼吸器のしくみ（大） 

人体のふしぎ見るだけノート（栃・大） 

図解脳に悪い１２の習慣/林成之（栃・都） 

目のことまる分かりガイド/岡本直之（都・岩） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
究極ずぼらおかず/にじまま（藤・都） 

食べたいから作る！鳥羽周作のとっておきごはん 

/鳥羽周作（岩） 

ひとりぶんのスパイスお菓子/印度カリー子（大・西） 

子育てで毒親になりそうなとき読んでほしい本/井上智介（藤・都） 

かぎ針編み刺しゅう糸で編む昆虫図鑑/松田裕美（栃・岩） 

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

新しい登山の教科書/栗山祐哉（藤・都） 

オカリナ初心者のための上達レッスン/宮村将広（藤） 

植物のきもち/金子三保子（西） 

超ゼロからはじめる釣り入門/西野弘章（大・都） 

本物そっくり！リアル絵の描き方/Ｙａｓ（大） 

レジンの大人アクセサリー事典/ａ．ｋ．ｂ．（栃） 

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

あそび室の日曜日/村上しいこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

おかげさまで名探偵/杉山亮（栃・大・藤・都・岩） 

かみさまのベビーシッター ２/廣嶋玲子（栃・大・藤） 

検索クイズヒラメキちゃんとケンサクくん/眞形隆之（栃・大・藤・都） 

５文字で四字熟語/すとうけんたろう（大・都・岩） 

ゾロリパーティー～おかしコレクション～（栃・大・都・西・岩） 

頂上決戦！水中危険生物最強王決定戦（栃・藤・西） 

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ 

/ヴィッキー・ウッドゲート（栃・岩） 

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい！/富安陽子（栃・大・岩） 

はりねずみのノート屋さん/ななもりさちこ（都・西） 

本おじさんのまちかど図書館 

/ウマ・クリシュナズワミー（栃・大・都・岩） 

もっとすごすぎる天気の図鑑/荒木健太郎（大・藤・都） 

ワクワク！かわいい！自由工作大じてん（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）いただきますのおやくそくだもの 

/きだにやすのり（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）うみでなんでやねん/鈴木翼（栃・藤・都・西） 

（絵本）おばけのかわをむいたら/たなかひかる（大・藤・都・西・岩） 
（絵本）バナナくん/さとうめぐみ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）パパのかえりがおそいわけ/キム ヨンジン（大・藤・都・西） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
居場所がないのがつらいです/高橋源一郎（栃・大） 

１２歳から始めるあがらない技術/鳥谷朝代（栃・大・藤） 
１８歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール（栃・大） 
掟上今日子の忍法帖/西尾維新（栃・都・岩） 
恋愛問題は止まらない/吉野万理子（栃・大・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：７／１～７／３１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 

9月1日 (木)

9月5日 (月) 星風会（代官荘）

9月6日 (火) 小野寺小学校

9月7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

9月8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

9月12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

9月13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

9月14日 (水) 川原田団地 大町公民館

9月15日 (木) 部屋小学校

9月19日 (月)

9月20日 (火)

9月21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

9月22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

9月26日 (月) 星風会（代官荘）

9月27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

9月28日 (水) 川原田団地 大町公民館

9月29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）

西方小学校 真名子小学校

祝日のため運休

西方小学校 真名子小学校

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年９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


