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栃木市図書館通信 

２０２２年１２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 １月上旬～ 

●「山本有三と新思潮の人々」（一般向け） 

●「今年はうさぎ年です。」（児童向け） 

西方館 １月上旬～ 

●「スッキリ！！からだメンテナンス」 

（一般向け） 

●「はたらくのりもの」（児童向け） 

都賀図書館 １月上旬～ 

●「温温（ぬくぬく）」 （一般向け） 
寒い冬に向けて、お鍋やスープ等の料理本を 

中心に心も体もあたたまる本を集めました。 

●「MOE絵本屋さん大賞」(児童向け) 

藤岡図書館 １月上旬～ 

●「健康ライフ」（一般向け） 
２０２３年を元気にすごしたい方におすすめ！ 

健康に関する本をご紹介します。 

開催中 

●「みんなでワハハ」（児童向け） 

大平図書館 １月上旬～ 

●「心機一転！仕事を変える」（一般向け） 

新年を迎え、気持ちを入れ替えて仕事を始めるの

におすすめなノウハウ本を展示します。 

●「空腹注意！ 

お腹が空いちゃう本」（一般向け） 

●「冬をたのしもう」（児童向け） 

栃木図書館 開催中 

●「第１６８回芥川賞・直木賞」（一般向け） 
下半期の候補作が出そろいました。 

果たして、栄冠は誰の手に！？ 

●「推し活」（YA向け） 

１月上旬～ 
●「笑う門には福来る！」（スタッフおすすめ） 

岩舟館｜「新春貸出！ 

中身はお楽しみ『本の福袋』」 
期間：１月４日（水）～１月１５日（日） 

内容：テーマを決めて本の福袋を作りました！ 

素敵な本との出会いが待っているかも？ 

対象：どなたでも（先着５０名） 

西方館｜「新春もじあつめチャレンジ！」 

期間：１月４日（水）～１月１５日（日） 

内容：館内にかくされたひらがな５文字を集めて言葉にしよう！ 

    正解者には素敵なプレゼント♪ 

対象：小学生以下 場所：栃木市図書館西方館内 

都賀図書館｜「図書館運だめしおみくじ ２０２３」 
期間：１月４日（水）～１月２０日（金）※なくなり次第終了 

内容：１度の貸出につき１回、図書館オリジナルおみくじがひけるよ！  

対象：幼児～小学生 

場所：都賀図書館１階 カウンター 

 

 

藤岡図書館｜冬休み特別企画 

「冬のチャレンジどくしょガチャ」 
期間：１２月２４日（土）～１月１５日（日） 

内容：本をかりると、手作りシールの入ったガチャガチャが回せるよ！ 

（１日１回まで） 

対象：小学生以下                        

定員：２００名程度（※なくなり次第終了） 

大平図書館｜「大平の昔話を描こう 
～大中寺の七不思議～」 

展示期間：１月１７日（火）～２月２８日（火） 

展示場所：大平図書館１階 カウンター前 

内容：大平図書館で用意した大中寺の七不思議のテキストを元にイラストを 

募集し、展示します。 

申込：１２月１３日（火）～１月３１日（火）まで１階カウンターにて受付 

全館共通｜第６回おおきなおおきなおはなし会 
日時：１月１４日（土） １４時～１５時３０分 

場所：とちぎ岩下の新生姜ホール 小ホール 

申込：無料。市内各館のカウンター・電話にて受付中 

内容：市内のおはなし会ボランティアのみなさんによる、大きな舞台での人形劇や

読み聞かせです。工作やパネルシアターなどのお楽しみブースもあります。 

入場にはチケットが必要です。 

★年末年始は下記日程で休館いたします★ 
栃木：１２月３０日（金）～１月３日（火） 

大平・藤岡・都賀・西方・岩舟：１２月２９日（木）～１月３日（火） 
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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 

１月２８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「１１ぴきのねこ」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 

１月９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 

１月２４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 

１月２２日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「へんてこおじさん」他 

 場所：２階視聴覚室 

◆図書館岩舟館◆ 

☆あのね…の会によるおはなし会 

１月２８日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽昔ながらのお正月遊び他 

 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” 

１月７日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

１月１３日（金）・２７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 

１月２２日（日）１１時～１１時２０分 

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 

１月７日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「うさぎのかくれんぼ」他 

１月２１日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ふゆのおともだち」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 

１月２０日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「だるま・節分・冬・星」 

場所：児童書コーナー 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
あこがれ/瀬戸内寂聴（栃・大・藤・岩） 
あらゆる薔薇のために/潮谷験（大・岩） 

いけない ２/道尾秀介（栃・大・藤・都・西・岩） 
犬を盗む/佐藤青南（栃・大） 
祈りのカルテ ２/知念実希人（栃・大・藤・都・西） 
ｉｎｖｅｒｔ ２/相沢沙呼（栃・大・藤・都・西） 
うきよの恋花/周防柳（藤） 
営繕かるかや怪異譚 その３/小野不由美（栃・大・都） 
越境刑事/中山七里（栃・大・藤・西・岩） 
帰ってきたお父ちゃん/水島かおり（栃・岩） 
烏の緑羽/阿部智里（大・藤・西） 
かんむり/彩瀬まる（栃・大・藤・岩） 
鬼人幻燈抄 昭和編/中西モトオ（大） 
奇跡を蒔くひと/五十嵐貴久（大・藤・都） 
喫茶とまり木で待ち合わせ/沖田円（栃・都・西） 

競争の番人 ２/新川帆立（栃・大・藤・都・西・岩） 

クロコダイル・ティアーズ/雫井脩介（栃・大・藤・都・岩） 
警察医の戒律（コード）/直島翔（栃・西） 
最後の鑑定人/岩井圭也（栃・西） 
仕掛島/東川篤哉（栃・大・都・西・岩） 
しろがねの葉/千早茜（栃・大・岩） 

それでも世界は回っている ２/吉田篤弘（栃・藤） 
それでも僕は東大に合格したかった/西岡壱誠（都・西） 
高島太一を殺したい五人/石持浅海（栃・大・都・岩） 
探偵と家族/森晶麿（栃・大・都） 
付き添うひと/岩井圭也（栃・西） 
はぐれんぼう/青山七恵（栃・大・藤） 
濱地健三郎の呪える事件簿/有栖川有栖（栃・藤・都） 
マル暴ディーヴァ/今野敏（栃・藤・都） 
桃太郎、エステへ行く/細川徹（藤・都・西） 
やっかいな食卓/御木本あかり（栃・藤・都・岩） 
レッドクローバー/まさきとしか（栃・藤） 
れんげ出合茶屋/泉ゆたか（栃・大・都・岩） 
若葉荘の暮らし/畑野智美（大・都） 
われ去りしとも美は朽ちず/玉岡かおる（栃・大） 
我、鉄路を拓かん/梶よう子（栃・大・藤・岩） 
このやさしき大地/ウィリアム・ケント・クルーガー（岩） 
ステイト・オブ・テラー/ヒラリー・Ｒ・クリントン（大） 
小さなことばたちの辞書/ピップ・ウィリアムズ（栃） 
(文庫・新書)うぽっぽ同心十手綴り/坂岡真（都） 

(文庫・新書)湖上の空/今村翔吾（栃・大） 
(文庫・新書)この素晴らしき世界/東野幸治（藤） 

(文庫・新書)シン・雑学王（西・岩） 
(文庫・新書)はらぺこ/朝井まかて（栃・大・藤） 

(文庫・新書)プライド/濱嘉之（西） 
(文庫・新書)歩きながら考える/ヤマザキマリ（岩） 
(文庫・新書)小学生でも解ける東大入試問題/西岡壱誠（大） 

(文庫・新書)女女問題のトリセツ/黒川伊保子（栃・藤） 
(文庫・新書)世間ってなんだ/鴻上尚史（大・西） 

(文庫・新書)ファスト教養/レジー（都） 

(文庫・新書)悪い統計学/ピーター・シュライバー（栃） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
家康はなぜ乱世の覇者となれたのか/安部龍太郎（栃・大） 

歴史をこじらせた女たち/篠綾子（都・岩） 

温泉百名山/飯出敏夫（栃） 

古民家のカフェとレストラン（藤・都） 

栃木カフェ時間（栃・大・藤・都・西・岩） 

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

経営１２カ条/稲盛和夫（大） 

大学の人気講義でよく分かる「ミクロ経済学」超入門 
/田中久稔（藤） 
小さな会社が本当に使える節税の本/冨田健太郎（栃） 

ユーモアは最強の武器である/ジェニファー・アーカー（岩） 

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

運動脳/アンデシュ・ハンセン（栃・大） 

人体の取扱説明書（栃） 

図解腎臓が寿命を決める（岩） 

マンガでわかる新しい腸活/江田証（藤・都） 

野菜は「生」で食べてはいけない/奥野修司（西） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
はじめてキムチの本/本田朋美（栃・大） 

パンどろぼうのせかいいちおいしいパンレシピ 

/吉永麻衣子（都・岩） 

平野レミのオールスターレシピ/平野レミ（藤・西） 

子育て３６５日/親野智可等（藤・都） 

心ときめく色合わせ。モチーフ編みのあったかウェア 
＆こもの（西） 

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

おうち茶道のすすめ/水上麻由子（栃・大） 

ゴルフルールＢＯＯＫ（大） 

春夏秋冬で楽しめる♪おりがみ♪壁飾り/いまいみさ（栃・西・岩） 

はじめてのナチュラルドライフラワー/吉本博美（大・都） 

はじめての“ぷち”キャンプ/森風美（藤） 

藤井聡太の将棋入門/藤井聡太（栃・藤・都） 

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

暗号サバイバル学園 ０５/山本省三（大・藤・都） 

ウサギのトリン ３/高畠じゅん子（大・藤・西） 

宇宙兄弟といっしょに学ぶ宇宙図鑑（栃・大・都・西） 

お金にふりまわされず生きようぜ！/田中靖浩，ウサミ（栃・大・藤） 

おねえちゃんって、ときどきなきむし！？ 

/いとうみく（栃・大・藤・都・西・岩） 

おばけとしょかん 花子さんをさがせ/斉藤洋（栃・大・藤・都・西・岩） 

黒紙の魔術師と白銀（しろがね）の龍/鳥美山貴子（栃・大・都） 

１２歳までに身につけたいかしこくなる読書の超きほん（大・岩） 

小学生が夢中になる！こくごの教養マンガ（栃・藤） 

すごすぎる身近な植物の図鑑/鈴木純（藤・都・岩） 

ひみつの地下図書館 ３/アビー・ロングスタッフ（栃・大・都・岩） 

ミラクルハピネスゆるかわイラスト＆文字の描き方 

/しろくまななみん他（大・藤・都・西） 

（絵本）ハコフグのねがい/さかなクン（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）ぱっかーん！/砂糖ゆき（栃・藤・都・岩） 

（絵本）ほんとだもん！/いもとようこ（栃・大・西・岩） 

（絵本）ゆめぎんこうおじいちゃんのおともだち 

/コンドウアキ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）よるのやおやさん/穂高順也（大・藤・都・西） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
全部わかる世界の神々と神話（栃・藤） 

中学生から身につけておきたい賢く生きるための 
金融リテラシー（栃・大・都・西） 

不思議なテレポート・マシーンの話/飯田隆（栃・大・岩） 

マスク越しのおはよう/山本悦子（栃・都・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：１１／１～１１／３０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 

1月4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

1月5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

1月9日 (月)

1月10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

1月11日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月12日 (木) 部屋小学校

1月16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

1月17日 (火) 小野寺小学校

1月18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

1月19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

1月23日 (月) 星風会（代官荘）

1月24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

1月25日 (水) 川原田団地 大町公民館

1月26日 (木) 家中小学校

1月30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

1月31日 (火) 家中小学校

※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　【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）

祝日のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 202３年１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

西方小学校 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）

真名子小学校


