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栃木市図書館通信 

２０２２年１１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 １２月上旬～ 

●「創造の扉」（一般向け） 

●「たのしいクリスマスを！！」（児童向け） 

西方館 １２月上旬～ 

●「にしかたランキング２０２２」（一般向け） 

●「クリスマス」（児童向け） 

都賀図書館 １２月上旬～ 

●「「おつかれさま」の本」 （一般向け） 
今年も１年おつかれさまの意味を込めて、「体に

いいこと」に関する本を集めました。 

●「お正月」(児童向け) 

藤岡図書館 １２月上旬～ 

●「キレイさっぱり大掃除」（一般向け） 
大掃除シーズン到来！ 

片付けのコツがわかる本はいかがですか。 

●「みんなでワハハ」（児童向け） 

大平図書館 １２月上旬～ 

●「年末だ！なんでもかんでも 

デトックス！」（一般向け） 

心身の健康を見直し、生活上の整理整頓などに 

力を入れられるような資料を展示します。 

開催中 

●「ホットする本＆Ｈｏｔな本」（一般向け） 

●「おいしい本」（児童向け） 

 

栃木図書館 １２月上旬～ 

●「御朱印巡り」（一般向け） 
神社やお寺に訪れる機会の多いこの季節、 

御朱印集めしてみませんか？ 

１２月中旬～ 

●「受験応援」（YA向け） 

開催中 
●「カガクを読もう」（児童向け） 

岩舟館｜「小さなクリスマス」 

期間：１２月１３日（火）～１２月２５日（日） 

内容：資料１冊以上貸出のあった方に、岩舟館オリジナル松ぼっくりツリーを 

プレゼント！ 

対象：どなたでも（先着２００名） 

西方館｜「クリスマスのプチギフト」 

期間：１２月１５日（木）～１２月２５日（日） 

内容：期間中、借りていただいた方に手作りしおりまたはオーナメントを 

プレゼント！ 

都賀図書館｜「クリスマス会」 

日時：１２月１７日（土） １０時２０分～１１時４０分 

内容：おはなしボランティアたんぽぽさんによるおはなし会と、 

音楽の宅急便 Vivid さんによる音楽会です。ぜひ、ご参加ください。  

対象：幼児～児童とその保護者  定員：３０名程度 

場所：おはなし会 都賀図書館２階 視聴覚室  

音楽会 都賀公民館 講堂 

 

 

藤岡図書館｜「ヨシ灯りづくり体験教室」 

日時：１２月１１日（日） １１時～１２時 

（ヨシ灯り展：１２月１日（木）～１２月１８日（日）） 

講師：渡良瀬ヨシ愛好会 

内容：渡良瀬遊水地に生育するヨシを用いた「ヨシ灯り」を作成します。 

対象：小学生以上  定員：１５名程度 費用：２００円（材料費） 

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 

 

「クリスマスコンサート」 

日時：１２月２４日（土） １１時～１２時 

内容：歌・楽器の演奏と人形劇。ゆきだるまの風船のプレゼントもあるよ♪ 

対象：どなたでも  定員：２０名程度  出演：ふじおかおはなし会「コロポックル」 

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｜「大平図書館の読書バリアフリー週間」 

期間：１２月１日（木）～１２月１１日（日） 

内容：①手話講座「手話で世界を広げよう」  ②認知症サポーター養成講座 

③バリアフリー映画会『東京パラリンピック 愛と栄光の祭典』 

④マルチメディアデイジー『山本有三物語』上映   

⑤福祉資料展示「やさしく手をさしのべて」 

⑥わいわい文庫等おためし貸出  ⑦ルーペ付きしおり配布 

※詳細はポスター・チラシ・ＨＰ等をご覧ください。 

栃木図書館｜「いってみようのぞいてみよう 

３館合同スタンプラリー」 

期間：１１月１６日（水）～１２月８日（木） 

内容：栃木図書館・栃木市立文学館・栃木市立美術館の３館でスタンプラリーを 

開催。全館巡ってスタンプをもらうと「図書館オリジナルしおり」をプレゼント。 
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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 

１２月１０日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「まるさんかくぞう」他 

１２月２４日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「かさこじぞう」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 

１２月２６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 

１２月２０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 

１階交流スペース 

◆都賀図書館◆ 

☆スタッフのおはなし会 

１２月１１日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「ふゆのおともだち」他 

 場所：２階視聴覚室 

◆図書館岩舟館◆ 

☆あきの会によるおはなし会 

１２月１０日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽絵本「おめんです２」他 

 場所：岩舟公民館会議室５ 

☆スタッフによるおはなし会 

１２月２４日（土）１４時～１４時３０分 

▽絵本「いろいろクリスマスツリー」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” 

１２月３日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１２月９日（金）・２３日（金） 

１０時３０分～１１時 

対象：幼児向け 

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 

１２月３日（土）１４時～１４時３０分 

▽「たのしいクリスマスのじゅんび」他 

１２月１７日（土）１４時～１４時３０分 

▽「としがみさまとおしょうがつ」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 

１２月１６日（金）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「クリスマスのおおきな 

くつした」他 

場所：児童書コーナー 

 

[図解身近にあふれる「天文・ 

宇宙」が３時間でわかる本] 
塚田健//著 （栃・大） 
 

月は地球からどんどん離れている？ブラック

ホールの中に入ったらどうなる？博物館の人

気学芸員が解説する、知識がなくても読める

おもしろ話が満載。 

［Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈで行く火星旅行］ 
後藤和久、小松吾郎//著 （栃・大） 
 

太陽系最大の火山、日本列島を飲み込む 

ほどのクレーター…。魅力いっぱいの火星を

画像などとともに案内。Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈで 

火星の画像を見る方法も紹介する。 

[世界で一番美しい深宇宙図鑑] 
ホヴァート・スヒリング//著 （栃・大） 
 

身近な太陽系の惑星から、はるか遠い星

雲、銀河団、ブラックホールなど、さまざまな

天体を鮮烈な写真とイラストレーションで案

内する深宇宙天文学の集大成。 

[天地明察] 
冲方丁//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

江戸時代、日本独自の暦を作ることに生涯を

かけた男がいた。碁打ちにして数学者の２０年

にわたる奮闘と挫折、そして恋。太陰暦を作り

上げる計画を個の成長物語として重厚に描く。 

[超速でわかる！宇宙ビジネス] 
片山俊大//著 （栃・藤） 
 

実は「宇宙」なしには成り立たなくなっている

現代のビジネス。宇宙開発で私たちの暮らし

の何が変わるのか、誰がその開発を担って

いるのかがイラスト図解で分かります。 

[くらやみのなかのゆめ] 
クリス・ハドフィールド//著 （大・藤） 
 

くらやみがこわいクリスは、なんとかねるた

めにぎゅっと目をつぶります。やがて、すて

きなゆめがおとずれて…。カナダの宇宙飛

行士がかいた、宇宙への夢が広がる絵本。 

[大宇宙ＭＡＰ] 
沼澤茂美//著 （栃・都） 
 

宇宙に分布する様々な天体を、太陽系天体、

銀河系天体、銀河系外天体の３つにわけ、 

大きさ、距離、明るさなどを紹介しながら、 

宇宙の姿をビジュアルに解説する。 

[星を楽しむ星座の見つけかた] 
大野裕明、榎本司//著 （大・都・岩） 
 

星空をどう見ればよいのか、星の見方や 

星座の探し方のポイントを、わかりやすく 

楽しく解説。簡単に星の並びがわかるよう

になるノウハウを具体的に伝える。 

今月のテーマは 

「天体」 
 
いよいよ冬が到来！ 

冬の綺麗な星空を見上げて、 

壮大な宇宙へ想いを馳せてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

第９８号／２０２２．１２ 

 

 
 

※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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
愛という名の切り札/谷川直子（西） 
浅草ルンタッタ/劇団ひとり（藤・都・西・岩） 
アナベル・リイ/小池真理子（栃・大・藤・都） 
あの子とＱ/万城目学（栃・大・藤・岩） 
いつもの木曜日/青山美智子（都・岩） 

祈りも涙も忘れていた/伊兼源太郎（栃・大） 
噓つきジェンガ/辻村深月（栃・大・藤・都・岩） 
英雄/真保裕一（栃・大・藤・西） 
オリンピックを殺す日/堂場瞬一（栃・大・藤・西・岩） 
家裁調査官・庵原かのん/乃南アサ（栃・大・都・岩） 
競争の番人/新川帆立（栃・大・藤・都・西・岩） 
首切り島の一夜/歌野晶午（栃・大） 
首取物語/西條奈加（栃・大・藤・都・岩） 
クリ粥/山本一力（栃・大・都） 
此の世の果ての殺人/荒木あかね（栃・都） 
裂けた明日/佐々木譲（栃・大・藤・都・岩） 
三世代探偵団 ４/赤川次郎（大・藤・西・岩） 
事件は終わった/降田天（栃・都） 
新！店長がバカすぎて/早見和真（栃・大・藤・都・西） 
ストロベリー戦争/南原詠（栃・都） 
素晴らしき国/小路幸也（栃・大・都） 

晴明変生/森谷明子（栃・大・岩） 
掌に眠る舞台/小川洋子（栃・大・藤） 
流れる星をつかまえに/吉川トリコ（栃・大・西） 
ハヤブサ消防団/池井戸潤（栃・大・藤・都・岩） 
薔薇色に染まる頃/吉永南央（栃・大） 
ペットショップ無惨/石田衣良（栃・大・藤・都） 
武蔵/稲葉稔（大） 
夜の道標/芦沢央（栃・大） 
乱鴉の空/あさのあつこ（栃・大・藤・都・岩） 
レジデンス/小野寺史宜（大・都） 
レッドゾーン/夏川草介（栃・大・藤・岩） 
録音された誘拐/阿津川辰海（西） 

ロスト・スピーシーズ/下村敦史（栃・大・西） 
わがままな選択/横山拓也（岩） 
おばあさんが帰ってきた/キム ボム（都） 
ホットミルク/デボラ・レヴィ（藤） 
真夜中の密室/ジェフリー・ディーヴァー（栃・大） 
(文庫・新書)味ごよみ、花だより/高田在子（都・西） 
(文庫・新書)右大臣実朝/太宰治（栃） 
(文庫・新書)汝（きみ）戟とせば/門田泰明（大） 

(文庫・新書)ソロキャン！/秋川滝美（栃・都・岩） 

(文庫・新書)タイムトラベル世界あちこち旅日記 
/益田ミリ（西・岩） 
(文庫・新書)私たちは２５歳で死んでしまう/砂川雨路（藤） 

(文庫・新書)京都の山と川/鈴木康久（栃・大） 

(文庫・新書)ケーキの切れない非行少年たちのカルテ 
/宮口幸治（都） 
(文庫・新書)恋のトリセツ/黒川伊保子（栃・大・西） 
(文庫・新書)人生はそれでも続く（藤） 
(文庫・新書)ＭＡＫＩＮＯ（栃・岩） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
覚えておきたい新戦国武将１１２/本間康司（藤） 

徳川家康の素顔/小和田泰経（栃） 

日本の絶景ベストセレクト２０２３（都） 

プロが選んだ日本のホテル・旅館１００選＆日本の小宿（大） 

６０歳からの山と温泉/山田稔（岩） 

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

ＳＤＧｓ用語辞典/小林亮（栃） 

仕事ができる人のうまい「頼み方」/松橋良紀（岩） 

職場の困った人対応マニュアル/援川聡（藤・都） 
心理的安全性の築き方見るだけノート/山浦一保（栃・大） 

はじめて学ぶ国際経済/浦田秀次郎ほか（大） 

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

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 

/町田秀樹（都・岩） 

気象病ハンドブック/久手堅司（栃・大） 

股関節痛の教科書（大・都） 

「毎日疲れない」にいいこと超大全/（藤・岩） 

マンガでわかるリアル「脳卒中」/上田惣子（藤・西） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あんこのお花練習帖/末廣由香里（大・西） 

鶏むねダイエット最強たんぱく質レシピ１５０/エダジュン（藤・都） 

ほとんど１００円なのに絶品１００レシピ/まいのごはん。（栃・岩） 

発達サインでわかる！０・１・２歳児がごきげんになる 

あそび１００/中田馨（栃・藤・都） 

棒針で編む人気こもの（大・西） 

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

心を伝える実用書道/中室舟水（栃） 

手軽にふやせるさし木・株分け・とり木・つぎ木・種まき（藤・都） 

“ニューレトロ”の描き方（大） 

ネット将棋に強くなる早指し教室/折田翔吾（栃・大） 

物語を作る人必見！登場人物の性格を書き分ける方法 

/榎本秋ほか（栃・岩） 

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

おかあちゃんにきんメダル！/いどきえり（栃・大・都・西） 

けなげな野菜図鑑（都・西・岩） 

ゾロリパーティー～ようかいコレクション～（栃・都・西・岩） 

作って発見！西洋の美術/音ゆみ子（栃・大） 

ディズニープリンセス幸せをつかむマナー（藤・都・岩） 

どたばたへなちょこ探偵団/藤本ともひこ（栃・大・岩） 

はじめてのハムスターそだてかたブック（大・藤・都・西） 

変てこ小説ソクラてすのすけ/藤谷治（栃・大・都） 

マインクラフトで楽しく学べる！日本の歴史大図鑑（栃・藤・西） 

まちのおばけずかんハイ！/斉藤洋（栃・大・藤・都・西・岩） 

名探偵ポアロ ハロウィーン・パーティ 

/アガサ・クリスティー（栃・大・藤・都・西） 

やまの動物病院/なかがわちひろ（栃・大・岩） 

ラストで君は「まさか！」と言う 奇妙なプレゼント（栃・大・都） 

（絵本）たしますよ/内田麟太郎（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）とんかつのぼうけん/塚本やすし（栃・藤・都・西・岩） 

（絵本）なにになれちゃう？/チョーヒカル（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）パンしろくま/柴田ケイコ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）りんごばたけのアップルパイ/たきのみわこ（栃・大・藤・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
探究活動・課題研究のために（栃・大） 

地球の歩き方ＪＯＪＯジョジョの奇妙な冒険（栃・藤） 

わたしの心と体を守る本/遠見才希子（栃・大・藤・都・西） 

５４字の物語Ｑ/氏田雄介（藤・都） 
星屑すぴりっと/林けんじろう（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：１０／１～１０／３１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 

12月1日 (木) 家中小学校

12月5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

12月6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

12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

12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

12月12日 (月) 星風会（代官荘）

12月13日 (火) 家中小学校

12月14日 (水) 川原田団地 大町公民館

12月15日 (木) 部屋小学校

12月19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

12月20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

12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

12月22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

12月26日 (月) 星風会（代官荘）

12月27日 (火)

12月28日 (水) 川原田団地 大町公民館

12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）

　　　　　【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）

□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）

真名子小学校

栃木市移動図書館　巡回予定 2022年１２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


