
  

 

第９７号／２０２２．１１ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市図書館通信 

２０２２年１０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 １１月上旬～ 

●「ととのいました。」（一般向け） 

●「秋をみつけよう」（児童向け） 

西方館 １１月上旬～ 

●「編み物始めませんか」（一般向け） 

●「みんな大好きめいろ＆まちがいさがし」 

（児童向け） 

都賀図書館 １１月上旬～ 

●「自由気ままに「ひとり○○」」 （一般向け） 
「ひとり○○」どこまでできる？自由に気ままに楽

しもう！ 

●「よるのせかい」(児童向け) 

藤岡図書館 １１月上旬～ 

●「そろそろ冬支度」（一般向け） 
そろそろやって来る冬に備えて、冬支度に関する 

本をご紹介します。 

開催中 

●「たのしいあそびのほん」（児童向け） 

大平図書館 １１月上旬～ 

●「ファインダー越しの景色 

～一瞬の輝きを永遠に～」（一般向け） 

輝くその一瞬をカメラに収めるための技法、 

鮮やかに写された絶景等の資料を集めました。 

●「いきもののふしぎをさがそう」（児童向け） 

開催中 

●「スタッフおすすめ本②～Ohira Librarian's 

Book Street～」（一般向け） 

栃木図書館 １１月上旬～ 

●「つながろう、世界！」（一般向け） 
異国の料理や服飾、本で様々な文化に触れて 

みませんか？ 

●「絵本で知る世界の国々」（児童向け） 
●「キラキラ」（スタッフおすすめ） 

岩舟館｜「読書週間 オリジナルしおりプレゼント」 
期間：１０月２７日（木）～１１月９日（水） 

内容：期間中に本をお借りいただいたお客様に、岩舟館オリジナルしおりを 

プレゼント！ 

西方館｜「かんたん！ゆびあみマフラー作り！」 
日時：１１月２３日（水・祝） １４時～１５時３０分 

内容：指を使って編むからかんたん！自分だけのマフラーを作ってみませんか。 

定員：５名  場所：栃木市西方公民館１階会議室 

申込：カウンター・電話にて受付中 

都賀図書館｜「都賀図書館市民フェスタ２０２２」 
日時：１１月６日（日） 

内容：①雑誌リサイクル市 ②出張販売「ゆーあい工房」 ③花の即売会 

    ④とちぎ花センター出張体験教室「カラージェルで植物を育てよう」 

※詳細はポスター・チラシ・ＨＰ等をご覧ください。 

「秋の読書週間 オリジナルカードケースプレゼント」 
期間：１０月２７日（木）～１１月９日（水） 

内容：期間中に貸出をすると、先着１００名に手作りカードケースをプレゼント。 

カードケースが終了した後は１回の貸出につき１枚しおりをプレゼント。 

藤岡図書館｜ 

「蔵書点検にともなう特別休館日について」 
１１月２９日（火）・１１月３０日（水）は、蔵書点検のため休館となります。 

「藤岡図書館 市民フェスタ」 
日時：１１月６日（日） 

内容：①雑誌リサイクル市 ②人形劇＆マリオネット  ③水ヨーヨープレゼント 

④ワークショップ「プロに学ぶ！整理収納のきほん講座」 

※詳細はポスター・チラシ・ＨＰ等をご覧ください。 

 

 

大平図書館｜「雑誌リサイクルフェア」 
期間：１０月２２日（土）～１１月１３日（日） 

①毎週土日：１１時～１９時 ②毎日：９時～１９時３０分 

内容：①主に月刊誌。１日につきお一人様５冊までお持ちいただけます。日に 

よって提供雑誌が異なります。 ②主に週刊誌。制限はございません。 

場所：大平図書館 １階フロア  申込：不要 詳しくはお問合せください 

栃木図書館｜「栃木図書館市民フェスタ」 
日時：１１月３日（木・祝）・１１月５日（土） 

内容：①雑誌と本のリサイクル市 ② はじめましてプログラミング 

    ③脳卒中予防講座 ④まちの保健室 ⑤子ども映画会特別版 

※詳細はポスター・チラシ・ＨＰ等をご覧ください。 

「読書週間 工作キットプレゼント（児童向け）」 
日時：１１月３日（木・祝）・１１月５日（土） 

内容：５冊以上本を借りてくれた小学生以下のお子様に、 

工作キット「移動図書館あじさいＧＯ―！」をプレゼント！（各日先着３０個） 
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今月のおはなし会 

 
◆栃木図書館◆ 

☆りんごの会 おそとでおはなしひろば 

１１月１２日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「もりのなか」他 

１１月２６日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「よるのとしょかん」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 

１１月７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 

１１月２２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 

１１月１２日（土）１４時～ 

 ▽パネルシアター「ドレミの歌」他 

☆スタッフのおはなし会 

１１月２７日（日）１４時～ 

 ▽大型絵本「へんしんトイレ」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 

１１月１２日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「あきぞらさんぽ」他 

場所：こどもスペース 

☆虹の会によるおはなし会 

１１月２６日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「せむしの子馬」他 

場所：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” 

１１月５日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１１月１１日（金）・２５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 

１１月２７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 

１１月５日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ひこうきくんとおふねさん」他 

１１月１９日（土）１４時～１４時３０分 

▽「ぞうさんあそぼ」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 

１１月１８日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「音・色・乗り物」 

場所：児童書コーナー 

今月のスタッフおすすめ本 

[ショートカットキー暗黙のルール] 
東弘子//著 （栃） 
 

「仕事効率化」「ミスを減らす」「定時退社」 

この１冊で完全解決！仕事が断然楽にな

る、時短のショートカットキーを厳選して紹介

しています。 

 

［科学的な適職］ 
鈴木祐//著 （大・岩） 
 

キャリアの多様化が進む時代に“自分に 

ぴったりの仕事”を選ぶには？科学的根拠

に基づき、「キャリア選択」という正解のない

悩みに答えを出す方法を具体的に解説。 

[交通誘導員ヨレヨレ日記] 
柏耕一//著 （栃・大・都） 
 

様々な職業に従事する高齢者の実態を描

いた職業日記シリーズ１作目。「誰でもなれ

る」「最底辺の職業」と自嘲する“交通誘導

員”の生活と痛み、笑いと涙のドキュメント。 

[大人の気くばり帖] 
澤野弘//著 （大・都・岩） 
 

「出社のあいさつに一言プラス」「わからな

いことは素直に聞く」…。小さな気くばりで、

人間関係も仕事もうまくいく。大人の「モノの

言い方」「作法」をイラスト満載で簡単コーチ

します。 

 

[病院でちゃんとやってよ] 
小原周子//著 （藤・都） 
 

看護師・大八木新菜が働くリハビリ病棟は、

今日も自分勝手な主張をする患者と、にわ

かに降りかかった介護問題に動揺する家族

で溢れている。「介護のお仕事」を描いた小

説。 

 

[実は、仕事で困ったことが 

ありまして] 
寺下薫//著 （栃・藤） 
 

仕事で同じミスばかり繰り返してしまう、頑

張っているのに評価されない…。 

あらゆる職場でのトラブルの解決策、失敗 

しないシンプルなルールを紹介します。 

 

[この世にたやすい仕事はない] 
津村記久子//著 （栃・藤・都・西・岩） 
 

どんな仕事にも外からははかりしれない、 

ちょっと不思議な未知の世界があって…。 

１年で５つの異なる仕事を、まるで惑星を 

旅するように巡っていく連作小説。 

 

[わたし、定時で帰ります。] 
朱野帰子//著 （栃・大・藤・都・西） 
 

絶対に残業しないと決めている結衣。そん

な彼女の前に、無茶な仕事を振って部下を

潰すブラック上司が現れて…。新時代を 

告げるお仕事小説のシリーズ第１弾。 

 

今月のテーマは 

「仕事」 

 
１１月２３日は「勤労感謝の日」。 

役立つ仕事術の本や、お仕事小説を 

集めました。 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
居酒屋ぼったくり おかわり！３/秋川滝美（栃・藤） 
ＳＬやまぐち号殺人事件/西村京太郎（栃・大） 
紙の梟/貫井徳郎（栃・大・藤） 
きときと夫婦旅/椰月美智子（栃・大・都・岩） 
嫌いなら呼ぶなよ/綿矢りさ（栃・大・都） 
嫌われ者の矜持/新堂冬樹（栃・都） 
愚者の階梯/松井今朝子（栃・大） 
紅だ！/桜庭一樹（栃・大・都・岩） 
蹴れ、彦五郎/今村翔吾（栃・大・西） 
幻告/五十嵐律人（栃・大・西） 
こいごころ/畠中恵（栃・大・藤・都・岩） 
恋ふらむ鳥は/澤田瞳子（栃・大） 
号外！幕末かわら版/土橋章宏（栃・大） 
財布は踊る/原田ひ香（栃・大・藤・西） 
作家刑事毒島の嘲笑/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 
残照/本城雅人（大・岩） 

終活中毒/秋吉理香子（栃・大・西） 
＃真相をお話しします/結城真一郎（大・藤・都） 
掬えば手には/瀬尾まいこ（栃・大・藤・都・西・岩） 
先祖探偵/新川帆立（栃・大・藤・都・西・岩） 
その殺人、本格ミステリに仕立てます。/片岡翔（藤・都） 
その本は/又吉直樹，ヨシタケシンスケ（栃・大・藤・都・西・岩） 

空を駆ける/梶よう子（栃・藤・岩） 
小さき王たち 第２部/堂場瞬一（栃・大・藤・都・岩） 
チンギス紀 １４/北方謙三（栃・大・都・岩） 
デクリネゾン/金原ひとみ（栃・大） 
とんこつＱ＆Ａ/今村夏子（栃・藤・都・岩） 
汝、星のごとく/凪良ゆう（栃・大・藤・都・西・岩） 
早番にまわしとけ/キタハラ（大・都・西・岩） 
腹を割ったら血が出るだけさ/住野よる（栃・大・藤・都・西・岩） 
星屑/村山由佳（栃・大・藤・都・西） 
マイ・プレゼント/青山美智子（栃・大・藤・都・岩） 
やっと訪れた春に/青山文平（栃・大） 

よって件のごとし/宮部みゆき（栃・大・藤・都・西・岩） 
リバー/奥田英朗（栃・大） 
三体Ｘ/宝樹（栃・藤） 

呑み込まれた男/エドワード・ケアリー（栃・都） 
夢を売る百貨店/イ ミイェ（都・西） 
(文庫・新書)おいしい旅 初めて編/近藤史恵ほか（大） 

(文庫・新書)黄龍の耳/大沢在昌（栃・大・都） 

(文庫・新書)コーヒーと楽しむ心がスッキリする４０の物語 
/西沢泰生（藤） 

(文庫・新書)父の声/小杉健治（西・岩） 
(文庫・新書)坊っちゃんの身代金/本江ユキ（都） 

(文庫・新書)江戸５００藩全解剖/河合敦（岩） 
(文庫・新書)結局、年金は何歳でもらうのが一番トクなのか 
/増田豊（藤） 
(文庫・新書)思春期のトリセツ/黒川伊保子（栃・大・西・岩） 
(文庫・新書)ストレス脳/アンデシュ・ハンセン（栃・大） 
(文庫・新書)人間の業/百田尚樹（西） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
古墳図鑑/青木敬（栃・大） 

令和太閤記寧々の戦国日記/八幡和郎，八幡衣代（藤） 

海の京都（栃） 

県境マニアと行くくるっとふしぎ県境ツアー/田仕雅淑（栃・藤・都） 

神話ゆかりの地をめぐる古事記・日本書紀探訪ガイド（大） 

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

決算書の基本と読み解き方（岩） 
〈最新〉インボイス制度対応！消費税がよくわかる本 
/奥村佳史（大・都） 

実は大人も知らないことだらけ経済がわかれば最強！ 
/DJ Nobby（栃） 
世界一やさしい暗号資産の教科書/COINCATS（藤） 

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

医者の僕が認知症の母と過ごす２３年間のこと/森田豊（西・岩） 

ウルトラ図解肝炎・肝硬変・肝がん（栃・大） 

血糖値がみるみる下がる！ダブルスクワット/久野譜也（岩） 

図解眠れなくなるほど面白い左利きの話/（大・都） 

ひと目でわかる脳のしくみとはたらき図鑑（栃） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
きれいに年を重ねるためのたんぱく質ごはん 

/ワタナベマキ（藤・西） 

教養としての「焼肉」大全/松浦達也（栃・大） 

なくてはならない調味料「酢」のレシピ/有元葉子（栃・都） 

子どもの「眠る力」の育て方/清水悦子，鶴田名緒子（大） 

結んで作る大人のおしゃれマクラメアクセサリー/（西・岩） 

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

大人絵日記/あまがいしげこ（栃・岩） 

育てて楽しむ盆栽入門（大） 

知識ゼロからの歌舞伎入門（栃・大・藤） 

登山のダメージ＆体のトラブル解決法（藤・都） 

夏井いつきの「今日から一句」/夏井いつき（西・岩） 

プロだけが知っている小説の書き方/森沢明夫（栃・藤） 

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

英雄最強王図鑑（栃・大・藤） 

おしりダンディザ・ヤング くものおうこく/トロル（藤・都・西・岩） 

かいけつゾロリにんじゃおばけあらわる！ 

/原ゆたか（栃・大・藤・都・西・岩） 

キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい！？ 

/三田村信行（栃・大・藤・都） 

しまずかん/こにしけいほか（大・藤・都・西） 

その事件、こども弁護士におまかせ！/岩佐まもる（栃・大・都・岩） 

Ｄｒ．ちゅーぐるの事件簿/こざきゆう（藤・岩） 

ねことわたしのまほうの日/かわしまえつこ（栃・大・岩） 

ふしぎな図書館とアラビアンナイト/廣嶋玲子（栃・大・藤・都） 

法律がわかる！桃太郎こども裁判/岩貞るみこ（栃・大・都・西） 

マンガでたのしむ！科学の法則/うえたに夫婦（栃・都・岩） 

るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！天気のひみつ（栃・大・藤・都） 

（絵本）あなたにあいたい/宮野聡子（大・藤・西・岩） 

（絵本）じーさんとぴーぽっぽ/小亀たく（栃・大・都・西） 

（絵本）すけすけのりもの/なかしまじゅんこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）トイレトイレ/西村敏雄（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）ピカッゴロゴロニャー！/広瀬克也（大・藤・都・西・岩） 

（絵本）へんてこはやくちことば/新井洋行（栃・大・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
キャラ絵で学ぶ！徳川家康図鑑/千羽ひとみ（栃・大・西） 

中学生のためのテストの段取り講座/坂口恭平（栃・大・都・岩） 

もしキミが、人を傷つけたなら、傷つけられたなら 
/犯罪学教室のかなえ先生（栃・藤） 
怖い物件/藤白圭（栃・大） 

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：９／１～９／３０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 

11月1日 (火) 小野寺小学校

11月2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

11月3日 (木)

11月7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

11月8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

11月9日 (水) 川原田団地 大町公民館

11月10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

11月14日 (月) 星風会（代官荘）

11月15日 (火)

11月16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

11月17日 (木) 部屋小学校

11月21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

11月22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

11月23日 (水)

11月24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

11月28日 (月) 星風会（代官荘）

11月29日 (火) 小野寺小学校

11月30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

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年１１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

大宮北小学校

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）

真名子小学校


