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２ ０ ２ ３ 年 

２ 月号 
栃木市図書館通信 

２０２３年１月２０日発行 

全館共通｜利用者アンケートにご協力をお願いいたします。 
期間：大平図書館・藤岡図書館・都賀図書館・図書館西方館・図書館岩舟館 ２月３日（金）～２月５日（日） 

栃木図書館 ２月４日（土）～２月６日（月） 

西方館｜「ハッピーバレンタイン♪ 

スイーツマグネットプレゼント」 
期間：２月１０日（金）～２月１４日（火） 

内容：期間中、借りていただいた方に手作りスイーツマグネットをプレゼント！ 

（なくなり次第終了） 

藤岡図書館｜「リサイクル市」 
期間：２月１８日（土）～３月１２日（日） 

場所：藤岡図書館１階入口付近・２階フロア 

内容：不要になった一般書・児童書・絵本をお譲りいたします。 

※なくなり次第終了となります。 

大平図書館｜「ふるさと栃木の昔語り」 
日時：３月５日（日） １３時３０分～１５時 

場所：大平図書館２階 会議室 

内容：栃木の語り部の方々に、栃木の民話・伝承をお話しいただきます。 

口演：栃木語り部の会（間中一代氏ほか８名） 

定員：２０名 

申込：無料 ２月１日（水）より１階カウンターまたは電話にて受付 

栃木図書館｜子ども映画会 

「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」 
日時：２月１８日（土） ①１４時～ ②１５時３０分～ 

内容：「ビッグリもなか」他２話 

 

 

栃木市図書館通信「あじさい」は、今回 100 号となりました。 

栃木市図書館ご利用の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。資料（本等）の貸出が公立図書館におけ

る市民サービスの中心とされてきてから 50 年が経ちました。今もその方向性が否定されているわけでは

ありませんが、「学びたい」や「知りたい」を効率的に探せる機能を備え、同じ趣味を持った人がコミュニ

ケーションを求めて集まり、様々なスポットで「読書」が楽しめる、そんな多機能な図書館が「公共図書

館」の主流になりつつあります。殺風景な景色から賑やかな景色に変わりつつある、と言った方が分かり

やすいかもしれません。 

栃木市には 6 つの図書館があります。これが栃木市図書館の大きな特徴であり、魅力です。これからも

6 館全体で市民の皆様の期待に応えられる多機能な図書館、そして、市民の皆様のホットスペース（安心か

つ気楽に過ごせる場所）となるよう努めてまいります。 

栃木市図書館総括責任者 関谷吉光 

１００号発行記念 館長から皆様へのごあいさつ 

※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。 
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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 

２月１１日（土・祝）１０時３０分～１１時 

▽絵本「おにたのぼうし」他 

２月２５日（土）１０時３０分～１１時 

 ▽絵本「ぐるんぱのようちえん」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 

２月２３日（木・祝）１６時～１６時３０分 

 場所：２階視聴覚室 

☆出張えほんデビュー 

２月２１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 

 

◆図書館西方館◆ 
☆スタッフおはなし会 

２月１７日（金）１４時～１４時３０分 

▽絵本「せつぶんのひのおにいっか」他 

場所：児童書コーナー 

 

 

◆大平図書館◆ 

☆おはなししゃぼんだまの 

“絵本の読み聞かせ” 

２月４日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年向け 

２月１０日（金）・２４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 

２月２６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 

 

 

◆都賀図書館◆ 
☆たんぽぽおはなし会 

２月４日（土）１４時～ 

 ▽パネルシアター「てぶくろ」他 

 場所：１階児童コーナー 

☆スタッフのおはなし会 

２月１９日（日）１５時～ 

 ▽絵本「しんせつなともだち」他 

 場所：１階児童コーナー 

◆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 

２月４日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ネコロンボのかつやく」他 

２月１８日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ポンコちゃんの 

おひなさま」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

 

 

 

 

◆図書館岩舟館◆ 
☆あのね…の会によるおはなし会 

２月１１日（土・祝） 

１４時～１４時３０分 

 ▽人形でオペレッタ「てぶくろ」他 

 場所：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 

２月２５日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽絵本「もしもしおかあさん」他 

 場所：岩舟公民館会議室５ 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 
/青柳碧人（栃・大・藤・都・西・岩） 
家康と信康/岳真也（栃・大） 
イコトラベリング１９４８－/角野栄子（栃・藤・都） 
思い出リバイバル/彩坂美月（都・西） 
女の敵には向かない職業/水生大海（栃・都） 
鎌倉残影/朝井まかて（大・藤） 
機械仕掛けの太陽/知念実希人（栃・大・藤・都・西・岩） 

君といた日の続き/辻堂ゆめ（栃・大・都） 
京都四条月岡サヨの板前茶屋/柏井壽（栃・大・都） 
コイのレシピ/塚田浩司（栃・都・西） 
孤高の血族/濱嘉之（栃・大） 
ゴッホの犬と耳とひまわり/長野まゆみ（栃・大） 
歳時記夢幻舞台２４の旅（トリップ）/髙樹のぶ子（栃・大） 
さっちゃんは、なぜ死んだのか？/真梨幸子（栃・大・藤） 
サブスクの子と呼ばれて/山田悠介（栃・大・藤・都・西） 
十三夜の焔/月村了衛（栃・大・岩） 
小説家の一日/井上荒野（栃・大・藤・都・岩） 
小説の小説/似鳥鶏（栃・藤・都・岩） 

たとえば、葡萄/大島真寿美（栃・大・都・岩） 
小さき王たち 第３部/堂場瞬一（栃・大・藤・都・岩） 
天下大乱/伊東 潤（栃・大・藤・岩） 
東京彰義伝/吉森大祐（大・岩） 
友よ/赤神諒（栃・大） 
夏日狂想/窪美澄（栃・大・岩） 
吹上奇譚 第４話/吉本ばなな（栃・大・藤・岩） 
変な絵/雨穴（栃・藤・都） 
麻阿と豪/諸田玲子（栃・大・藤・岩） 
乱れる海よ/小手鞠るい（栃・大・藤・岩） 

水底のスピカ/乾ルカ（栃・大・藤・都） 
モノガタリは終わらない/朝井リョウ（栃・大・藤・都） 

桃太郎、エステへ行く/細川徹（藤・都・西） 
闇の聖域/佐々木譲（栃・大・藤） 
憐憫/島本理生（大・藤・西） 
老害の人/内館牧子（栃・大・藤・都・西・岩） 
不死鳥と鏡/アヴラム・デイヴィッドスン（栃） 
フローリングのお手入れ法/ウィル・ワイルズ（都） 
良妻の掟/カーマ・ブラウン（大） 
(文庫・新書)朝比奈凜之助捕物暦/千野隆司（大・都） 
(文庫・新書)殺人者/望月諒子（栃・岩） 
(文庫・新書)死してなお/矢月秀作（西） 

(文庫・新書)世界のまどねこ/新美敬子（藤） 
(文庫・新書)超短編！ラブストーリー大どんでん返し 
/森晶麿（都・岩） 
(文庫・新書)変身の牛/風野真知雄（栃・大） 
(文庫・新書)男がつらい！/杉田俊介（西） 
(文庫・新書)聞く技術聞いてもらう技術/東畑開人（藤） 
(文庫・新書)ジェンダーレスの日本史/大塚ひかり（栃・岩） 
(文庫・新書)ドーパミン中毒/アンナ・レンブケ（大） 

(文庫・新書)沼にはまる人々/沢木文（栃・藤） 

●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
古墳のひみつ（藤） 

徳川家康と武田信玄/平山優（栃・大） 

関東版ねこの御朱印＆お守りめぐり（栃・大・都） 

東日本公共の宿こだわり厳選ガイド（栃・大・藤） 

冬の北海道 ’２３（西） 

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

経営１２カ条/稲盛和夫（大） 

１冊目に読みたいＤＸの教科書/荒瀬光宏（栃・岩） 

「国の借金は問題ない」って本当ですか？/森永康平（大・都） 

ズルい言い換え事典（西・岩） 

適職の地図/土谷愛（栃・藤） 

ホテルマンが実践している本当の気づかい/高野登（大・都） 

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

新しい歯の教科書（大） 

オトナ女子の自律神経セルフケア大全/松井真一郎（藤） 

舌をみれば病気がわかる/幸井俊高（大・都） 

シャキッと７５歳ヨボヨボ７５歳/和田秀樹（西） 

ぼくたちが知っておきたい生理のこと 

/博多大吉，高尾美穂（栃・岩） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
これで差がつく！本格そば打ち上達のコツ５０（西・岩） 

のせて焼くだけ。毎日のオーブンレシピ/市瀬悦子（藤・都） 

ワタナベマキのいまどき乾物料理/ワタナベマキ（大・都） 

親子の「どうしても起きられない」をなくす本 

/三池輝久，木田哲生（大・西） 

福を呼び込むちりめんうさぎの飾りもの（栃・藤） 

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

カッター１本でＯＫ！はじめての消しゴムはんこ 

/立澤あさみ（栃・大・西） 

歌舞伎の解剖図鑑/辻和子（都） 

紙でつくる可憐な花々/藤枝まつえ（岩） 

「好き」を伝える写真の教科書/武井宏員（栃・大） 

花を飾る/増田由希子（藤） 

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

うさぎのモニカのケーキ屋さん ２/小手鞠るい（栃・大・藤・西） 

うんこめいろ大ぼうけん/杉山実（栃・藤・都・西） 

考えると楽しい地図/今和泉隆行（栃・大・都・岩） 

牛乳パックでこんなにできる！わくわく☆クッキング 

/寺西恵里子（大・藤・西） 

金色の爪と七不思議/おおぎやなぎちか（栃・大・藤・都） 

黒田長政/後藤ひろみ（栃・大・藤・都・岩） 

三まいのはがき/おくやまゆか（大・西・岩） 

ちびまる子ちゃんの仕事の見つけかた/さくらももこ（大・藤・都・西） 

はじめてのオニずかん（栃・大・藤・都・西） 

保護ねこ活動ねこかつ！/高橋うらら（栃・大・都・西） 

めざせ、イグ・ノーベル賞！？おもしろ自由研究 １（栃・大・都・岩） 

ラベンダーとソプラノ/額賀澪（栃・大・都・岩） 

ルルとララのティラミス/あんびるやすこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）オムライスッス/ケロポンズ（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）だじゃれむかしむかし/長谷川義史（大・藤・都・西・岩） 

（絵本）ノラネコぐんだんうみのたび/工藤ノリコ（栃・大・藤・都・西・岩） 

（絵本）ポッポーきかんしゃゆきさんぽ 

/とよたかずひこ（栃・大・藤・都・西） 

（絵本）りんごのまほう/うえだしげこ（栃・大・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
１３歳からのプレゼンテーション（栃・都・西） 
中高生のための文章読本（栃・大・西） 

〈萌えすぎて〉絶対忘れない！妄想古文/三宅香帆（栃・藤・都） 

５分後に奇跡のラスト（大・都・岩） 
５分で読書/藤崎珠里（藤・西・岩） 
 

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：１２／１～１２／３１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 

2月1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

2月2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

2月6日 (月) 星風会（代官荘）

2月7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

2月8日 (水) 川原田団地 大町公民館

2月9日 (木) 部屋小学校

2月13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

2月14日 (火) 小野寺小学校

2月15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

2月16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

2月20日 (月) 星風会（代官荘）

2月21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

2月22日 (水) 川原田団地 大町公民館

2月23日 (木)

2月27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

2月28日 (火)

※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）

栃木市移動図書館　巡回予定 202３年２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

□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

西方小学校 真名子小学校

祝日のため運休


