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栃木市図書館通信 

２０２２年９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 １０月上旬～ 

●「愛は憎しみの始めなり！？ 

恋とミステリー」（一般向け） 

●「ハッピーハロウィン」（児童向け） 

西方館 １０月上旬～ 

●「子育て本」（一般向け） 

●「ハロウィン」（児童向け） 

都賀図書館 １０月上旬～ 

●「美味しい×ミステリー」 （一般向け） 
美味しいグルメミステリーを集めました。 

食欲＆読書の秋を一度に楽しんでみませんか？ 

●「おしごと」(児童向け) 

藤岡図書館 １０月上旬～ 

●「比べてみま SHOW！」（一般向け） 
良い例と悪い例、両者の違いなど、２つを比較 

して解説する本を集めました。 

開催中 

●「わくわく♪デザート♡」（児童向け） 

大平図書館 開催中 

●「ココロとカラダをリラックス」（一般向け） 

日頃の疲れを癒し、身も心もリラックスできるよう

な資料を集めました。 

１０月上旬～ 

●「読みたい！ 

ライトノベル・若葉文庫」（ＹＡ向け） 

●「にほんの鉄道１５０歳！」（児童向け） 

栃木図書館 １０月上旬～ 

●「ゆる旅」（一般向け） 
観光ガイドや小説の中で、ゆるっと旅行して 

みませんか？ 

●「あきのほん」（児童向け） 
●「見て楽しむ旅」（視聴覚） 

岩舟館｜「ハロウィンゲームパーティ！！」 
期間：１０月１５日（土）～１０月３０日（日） 

内容：ワークシートのゲームにチャレンジ！達成したらプレゼントがもらえるよ！ 

対象：幼児～小学生 先着３０名（プレゼントがなくなり次第終了） 

西方館｜「市民フェスタにしかた２０２２」 
期間：１０月２２日（土）・１０月２３日（日） 

内容：①ぬいぐるみおとまり会（幼児児童向け・申込制） 

②本と雑誌のリサイクル市  ③はずれなし！にしかたスーパーくじ 

場所：栃木市図書館西方館 

都賀図書館｜ 

「蔵書点検にともなう特別休館日について」 

１１月１日（火）・１１月２日（水）は、蔵書点検のため休館となります。 

「高齢者向け筋力運動“あったかとちぎ体操”」 
日時：１０月１９日（水） １４時～１５時３０分 

講師：山市由華氏・小曽根真里子氏（都賀地域包括支援センタースタッフ） 

内容：一般向けに、健康づくりに役立つ「あったかとちぎ体操」の説明と 

体験教室を開催する。 

対象：一般  定員：１０名  参加費：無料  持ち物：汗拭きタオル、飲み物 

場所：都賀図書館 ２階視聴覚室  申込：カウンター・電話にて受付中 

藤岡図書館｜「フラワーアレンジメント教室」 
日時：１０月８日（土）  １１時～１２時 

講師：ふらわあしょっぷモアミ 岡田公美子氏 

内容：マグカップを使い、自分だけのフラワーアレンジメントを作ってみませんか。 

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：１０００円（材料費）  持ち物：マグカップ 

場所：藤岡図書館２階 視聴覚室  申込：カウンター・電話にて受付中  

 

大平図書館｜「大平図書館市民フェスタ」 
期間：１０月２９日（土）・１０月３０日（日） 

内容：①田村律之助講演会 

『没後９０年、ビール麦の父、田村律之助の生涯とその功績』  

②律之助展  ③かぼちゃをさがせ  ④本のフィルムがけ講座  

⑤オススメ本シェアリング  ⑥物品販売 

※詳細はポスター・チラシ・ＨＰ等をご覧ください。 

 

栃木図書館｜「親子映画会」 
日時：１０月１５日（土）  ①１４時～ ②１５時３０分～ 

内容：「からすのパンやさん」 

場所：栃木図書館 ２階視聴覚室  申込：不要 当日直接ご来館ください。 

「午後のドラマ鑑賞会」 

日時：①１０月１７日（月）１４時～  ②１０月２４日（月）１４時～ 

内容：①「ノースライト 前編」  ②「ノースライト 後編」 

場所：栃木図書館 ２階視聴覚室  申込：不要 当日直接ご来館ください。 
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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 

１０月８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「パンダ銭湯」他 

１０月２２日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「ふゆめがっしょうだん」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 

１０月１０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 

１０月２５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 

１０月８日（土）１４時～ 

 ▽パネルシアター「おむすびころりん」 

他 

☆スタッフのおはなし会 

１０月１６日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「とちもちもちもち 

おいしいね」他 

 場所：１階児童コーナー 

 

 

 

◆図書館岩舟館◆ 

☆スタッフによるおはなし会 

１０月８日(土)１４時～１４時３０分 

▽絵本「どんぶりん」他 

１０月２２日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽絵本「ハロウィーンのひみつ」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” 

１０月１日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１０月１４日(金)・２８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 

１０月２３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 

１０月１日（土）１４時～１４時３０分 

▽「おちばのようふくくださいな」他 

１０月１５日（土）１４時～１４時３０分 

▽「おかしのしまのハロウィン 

パーティー」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 

１０月２１日（金）１４時～１４時３０分 

▽絵本「おいも！」他 

場所：児童書コーナー 

 

[葉桜の季節に 

君を想うということ] 
歌野晶午//著 （栃・岩） 
 

ひょんなことから霊感商法事件に巻き込ま

れた「何でもやってやろう屋」探偵・成瀬将

虎。恋愛あり、活劇ありの物語の行方は？

予備知識なしでぜひ騙されてほしい一冊。 

［ヴィクトリアン・ホテル］ 
下村敦史//著 （栃・大・都・西・岩） 
 

伝統ある超高級ホテル「ヴィクトリアン・ホテ 

ル」は明日、その歴史にいったん幕を下ろ

す。ホテルを訪れた宿泊客、それぞれの運命

の行方は？感動の長編ホテルミステリー。 

[その女アレックス] 
ピエール・ルメートル//著 （栃・岩） 
 

誘拐・監禁され衰弱したアレックスは、死を

目前に脱出を図るが……。章を追うごとに

明かされる彼女の壮絶な秘密と計画。 

予想を裏切られる大逆転のサスペンス。 

[三毛猫ホームズの宝さがし] 
赤川次郎//著 （都・岩） 
 

あやしげな宝の地図に夢中になり、家族も

仕事も放り出して穴掘りを続ける男。名探

偵・三毛猫ホームズがさぐりあてた「本当の

宝もの」のありかとは？ 

[屋上の道化たち] 
島田荘司//著 （栃・大・藤・都・西） 
 

自殺するはずのない男女が、行くと必ず飛

び降りてしまうある銀行の屋上。何故彼らは

死に至ったのか、彼らは自殺したのか？ 

名探偵・御手洗潔が謎を解く。 

[小説金田一少年の事件簿] 
天樹征丸//著 （藤） 
 

演劇部の合宿に参加することになった。 

金田一一と七瀬美雪。合宿会場である孤島

のホテル「オペラ座館」で連続殺人事件が

発生し…。ミステリー漫画のノベライズ版。 

[傷痕のメッセージ] 
知念実希人//著 （大・藤・都・西・岩・BM） 
 

医師の千早が父の遺言に従い遺体を解剖す 

ると、胃の内壁に暗号が見つかった。 

２８年前、連続殺人事件の犯人を追うために 

父が警察をやめたことを知った千早は暗号を

読み解こうとするが…。 

[蝶として死す] 
羽生飛鳥//著 （大・西） 
 

平清盛の配下である童子・禿髪はなぜ惨

殺されたのか？不可思議な謎に挑むの

は、清盛の異母弟にして一族の裏切り者・

平頼盛。全５篇の歴史ミステリー連作集。 

今月のテーマは 

「ミステリー」 
 

 
１０月７日は「ミステリーの日」。 

秋の夜長に、謎解きの世界へどっぷり 

浸かってみてはいかがでしょうか？ 
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●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
明日へのペダル/熊谷達也（栃・大・岩） 
臼月トウコは援護（まも）りたい/そえだ信（西） 
オリーブの実るころ/中島京子（栃・大・藤・都） 
俺ではない炎上/浅倉秋成（栃・大・都） 
カレーの時間/寺地はるな（栃・大・藤・都・岩） 
禁猟区/石田衣良（栃・大・藤・都） 
朽ちゆく庭/伊岡瞬（栃・大・藤） 

凍る草原に鐘は鳴る/天城光琴（栃・岩） 
殺人者の白い檻/長岡弘樹（栃） 
さんず/降田天（栃・西） 
絞め殺しの樹/河﨑秋子（栃・大・藤・都） 

ショートショート実験室/田丸雅智（都・岩） 
信仰/村田沙耶香（栃・大・藤） 
スパイコードＷ/福田和代（栃・大・西） 
セカンドチャンス/篠田節子（栃・大・藤・西） 
短篇七芒星/舞城王太郎（栃・大） 
たんぽぽ球場の決戦/越谷オサム（栃・大） 
墜落/真山仁（栃・大・都・岩） 
ナイトシフト/香納諒一（栃・西） 
ナゾトキ・ジパング/青柳碧人（栃・大・藤・都） 
任侠楽団/今野敏（栃・都・西） 
爆発物処理班の遭遇したスピン/佐藤究（栃・大・藤） 
晩秋行/大沢在昌（栃・大・藤・都・岩） 
筆のみが知る/近藤史恵（栃・大・藤・岩） 
ブータン、世界でいちばん幸せな女の子 
/阿川佐和子（栃・大・藤・都・岩） 
プリンシパル/長浦京（栃・大） 
見習医ワトソンの追究/鏑木蓮（栃・大） 
やわ肌くらべ/奥山景布子（栃・大） 
夢を喰う男/本城雅人（栃） 
予感〈ある日、どこかのだれかから電話が〉 
/清水杜氏彦（栃・大・岩） 
両手にトカレフ/ブレイディみかこ（栃・藤・西・岩） 
煉獄蝶々/岩井志麻子（栃・大） 
わたしたち/落合恵子（栃・大・都・岩） 
Ｌの運動靴/キム スム（大） 
彼女の思い出／逆さまの森/Ｊ．Ｄ．サリンジャー（栃・大） 

キリンの首/ユーディット・シャランスキー（栃・大） 
(文庫・新書)新しい世界を生きるための１４のＳＦ 
/芦沢央ほか（大・岩） 

(文庫・新書)痛みを殺して/小手鞠るい（岩） 
(文庫・新書)新・剣客春秋/鳥羽亮（都） 

(文庫・新書)大変、大変、申し訳ありませんでした 
/保坂祐希（栃・西） 
(文庫・新書)親が「これ」をするだけで、 
子どもの学力は上がる！/榎本博明（西） 
(文庫・新書)孤独を生きる/齋藤孝（西） 
(文庫・新書)読書会という幸福/向井和美（栃・岩） 
(文庫・新書)８０歳の壁/和田秀樹（栃・大・藤） 
(文庫・新書)円居挽のミステリ塾/円居挽ほか（栃・大） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
宇都宮藩と城下・村の人びと/川田純之（栃・大・都・西） 

鎌倉北条氏の女性たち/今井雅晴（栃・大） 

駅ビルご当地グルメ大百科（藤・都） 

京都ゆとりの旅（栃・大） 

横浜・鎌倉・湘南ベストカフェ（藤） 

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

ざっくりわかる簿記の本（藤・都） 

中小企業のＳＤＧｓ（栃） 
トヨタ式「人を動かす人」になれる６つのすごい！仕事術 
/桑原晃弥（岩） 
６０分でわかる！暗号資産超入門/開米瑞浩（栃・大） 

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

新しい皮膚の教科書/豊田雅彦（栃） 

人体と細胞（栃・大） 

糖質量＆たんぱく質量ハンドブック/上村泰子ほか（藤） 

２０万人を診察してわかった最強の血糖値の下げ方 

/牧田善二（藤・都） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
地球のかじり方世界のレシピＢＯＯＫ/佐藤わか子（栃・大） 

ホットケーキミックスだからおいしいお菓子 

/ホッとケーキさん。（藤・都・岩） 

６歳までに一生を支える力を育むモンテッソーリ子育て１５か条 

/松浦公紀（大・西） 

イチバン親切なおさいほうの教科書/クライ・ムキ（栃・都） 

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

あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画/村松薫（栃・岩） 

今すぐ作りたい！レジンアクセサリー９７（栃・大） 

おはなしの世界を楽しむ物語のカラー切り絵/平石智美（大・都） 

津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳/津久井智子（藤・都） 

版画でオリジナル・グッズを作ろう（大） 

日陰と小さなスペースの庭づくり（大・都） 

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

かんたん・かわいい・楽しい！決定版おりがみ大図鑑 

/新宮文明（栃・藤・西） 

知っておきたい法律/小豆だるま（栃・大・藤・都） 

しゅくだいドッジボール/福田岩緒（栃・大・藤・都・西） 

すごいゴミのはなし/滝沢秀一（栃・大・西・岩） 

ドラえもん社会ワールド社会がよくわかる！産業とくらし 

/藤子・Ｆ・不二雄（大・藤・岩） 

パンに書かれた言葉/朽木祥（栃・大・都・西・岩） 

勉強は役に立つ/オオタヤスシ（栃・大・藤・都） 

ほんとうは“よわい恐竜”じてん/土屋健（大・藤・西） 

みけねえちゃんにいうてみな ぼくはおにいちゃん 

/村上しいこ（栃・大・都・西・岩） 

名作おんどく３６６（栃・藤・西・岩） 

名探偵ポアロ アクロイド殺し/アガサ・クリスティー（栃・大・藤・都） 

ルビねこと旅の仲間たち/野中柊（栃・大・都） 

（絵本）あんまりすてきだったから/くどうれいん（栃・大・西・岩） 

（絵本）おおきいちいさい/たけうちちひろ（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）かえるのほんや/やぎたみこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）バスが来ましたよ/由美村嬉々（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）ムシてつ/牛窪良太（大・藤・都・岩） 

（絵本）りすとかえるのあめのたび/うえだまこと（栃・藤・都・西・岩） 
●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
最新「地政学」入門（栃・大） 
１３歳からの３０００円投資生活/横山光昭（栃・都） 
中高生のスポーツハローワーク（栃・藤・西） 
おもいでマシン/梶尾真治（藤・西・岩） 
笹森くんのスカート/神戸遥真（栃・大・藤・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：８／１～８／３１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 

10月3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

10月4日 (火) 小野寺小学校

10月5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

10月6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

10月10日 (月)

10月11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

10月12日 (水) 川原田団地 大町公民館

10月13日 (木) 部屋小学校

10月17日 (月) 星風会（代官荘）

10月18日 (火) 家中小学校

10月19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

10月20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

10月24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

10月25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

10月26日 (水) 川原田団地 大町公民館

10月27日 (木) 家中小学校

10月31日 (月) 星風会（代官荘）

※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）

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年１０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

　　　　　【家中小】13時10分～13時35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

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）【家中小】13時10分～13時35分（一般の方はご利用いただけません）


