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栃木市図書館通信 

２０２３年２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 ３月上旬～ 

●「サクッとおさらい！理系科目」（一般向け） 

●「ひと足お先に はるをどうぞ！！」 

                     （児童向け） 

西方館 ３月上旬～ 

●「春のコミックエッセイフェア」（一般向け） 

●「みんな大好きキャラクター！！！」 

                    （児童向け） 

都賀図書館 ３月上旬～ 

●「新しい暮らし」 （一般向け） 
春からスタートする新生活に向けて、役立つ資料

を集めました！ 

●「春風にのって」(児童向け) 開催中 

藤岡図書館 ３月上旬～ 

●「なるほど納得！図解本」（一般向け） 
知りたい事柄があるけど、難しい本ばかり…。 

そんなとき、分かりやすい図解本はいかかでしょう

か。 

●「るんるん♪おでかけ」（児童向け） 

大平図書館 開催中 

●「スタッフおすすめ本③ Ohira Librarian's 

   Book Street」（一般向け） 

複数テーマのスタッフおすすめ本が並ぶ大平 

おすすめ本通り。好評につき再々登場です。 

●「２０２３若い人に贈る読書のすすめ」 

（ＹＡ） 

●「幼稚園、小学校ってどんなところ？」 

               （児童向け） ３月上旬～ 

 

栃木図書館 ３月上旬～ 

●「花の名前」（一般向け） 
芽吹きの春、花の名前が付く小説を集めてみまし

た。 

●「春のおさんぽ」（児童向け） 
●「YA ランキング」（YA） 開催中 

藤岡図書館｜ダンボールクラフト教室 

「フォーミュラカーをつくろう！」 
日時：３月２１日（火・祝） １０時３０分～１２時３０分 

内容：ダンボールを組み立ててフォーミュラカーをつくってみよう！ 

講師：本田技研工業株式会社 社会活動推進センター 

対象：小学４年生～６年生 

定員：１５名程度 

費用：無料 

場所：藤岡図書館 ２階視聴覚室 

申込：２月２１日（火）よりカウンター・電話にて受付開始 

大平図書館｜工作教室 
「センサリーボトル作り」 

日時：３月２５日（土） １４時～１４時３０分 

内容：ペットボトルに洗濯のりと水、好きなパーツを入れて、 

     センサリーボトルを作ります。 

対象：幼児～小学生 

定員：１０名 

費用：無料 

場所：大平図書館 ２階視聴覚室 

申込：３月１日（水）より１階カウンター・電話にて受付開始 

栃木図書館｜ 

「蔵書点検にともなう特別休館日について」 

３月１４日（火）～３月１７日（金）は、蔵書点検のため休館となります。 

都賀図書館｜都賀ライブラリーシネマ 

「おとなの映画会」 
日時：３月２６日（日） １４時～ 

上映： 「劇場版 おいしい給食／Ｆｉｎａｌ Ｂａｔｔｌｅ」（約１０２分） 

対象：どなたでも 

定員：１５名程度 

場所：都賀図書館 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 

３月１１日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「よもぎだんご」他 

３月２５日（土）１０時３０分～１１時 

 ▽絵本「トラのじゅうたんに 

なりたかったトラ」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 

３月２１日（火・祝）１６時～１６時３０分 

 場所：２階視聴覚室 

☆出張えほんデビュー 

３月２８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◆ 
☆おはなし☆きららおはなし会 

３月１７日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「体・動き・散歩・食べ物」 

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” 

３月４日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年 

３月１０日（金）・２４日（金） 

１０時３０分～１１時 

対象：幼児 

場所：１階児童クラブ室 

☆スタッフのおはなし会 

３月２６日（日）１１時～１１時２０分 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：１階児童クラブ室 

 

◆都賀図書館◆ 
☆スタッフのおはなし会 

３月１２日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「ありがとうげんきでね」他 

 場所：２階視聴覚室 

☆たんぽぽ春休みおはなし会 

３月２５日（土）１０時～１０時４０分 

 ▽パネルシアター「たまごがころん 

あれれ？」他 

 場所：２階視聴覚室 

◆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 

３月４日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「はるのにおいがするよ」他 

３月１８日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「おおきくなったら」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 

３月１１日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「みいちゃんの春」他 

 場所：岩舟公民館会議室５ 

☆スタッフによるおはなし会 

３月２５日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「はなびらいっぱい」他 

 場所：岩舟公民館会議室５ 

[ベストお取り寄せ大賞] 
おとりよせネット//著 （西） 
 

お取り寄せ口コミポータルサイトの過去１５年

分の「本当においしいお取り寄せ」を詰め込

んだ１冊。大切な人への贈り物にいかがです

か。 

［「贈る」と「お返し」のマナー］ 
松本繁美//監修 （大・藤・都） 
 

「何を」「いくら」「どうやって」贈る？返す？意

外に知らない贈答マナーを、豊富な写真や

イラストを使ってわかりやすく解説します。 

贈り物のアイディアも満載です。 

[ユア・プレゼント] 
青山美智子//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

ハートフル小説の旗手と気鋭の水彩作家

が織りなす、頑張る人を応援するアート×

ショート・ショート集第２弾。第１弾の「マイ・

プレゼント」もおすすめです。 

[ラストで君は「まさか！」と言う 

奇妙なプレゼント] 
ＰＨＰ研究所//著 （栃・大・藤・都） 
 

贈り物のお返しを求める少年が最後に求め

てきたものとは…(「これあげる。」)など、贈り

物がテーマのショートショートを１７話収録。 

[マステで素敵にアレンジ 

楽しいギフトと飾りつけ] 
森珠美//著 （藤・西） 
 

お気に入りのマスキングテープで贈りものを

可愛くデコレーションしてみませんか。マステ

を使ったリボンの作り方や、ラッピングのコツ

がわかる一冊です。 

[【絵本】すてきなおくりもの 

なかみはな～に？] 
まつおりかこ//著 （藤・都） 
 

ゆうびんやさんがとどけてくれたすてきなお

くりもの。なかみはな～に？親子でめくって

楽しめるしかけ絵本です。 

[気持ちを伝える贈りもの] 
後藤由紀子//著 （藤・都） 
 

相手に気をつかわせず、もらうと嬉しくなっ

てもらえる、ちょうどいい贈りもののコツ。誕

生日、入籍、出産から、仕事の仲間や取引

先、また持ち寄りなどシチュエーション別の

贈りものを紹介する。 

[花贈りの便利帖] 
本多るみ//著 （栃・大） 
 

お見舞いにタブーの花は？開店祝いの花

贈りのマナーとは？贈るときのマナーから

贈りたい相手の世代別・シチュエーション別

まで、花贈りのすべてを解説します。 

今月のテーマは 

「贈り物」 
 
卒園・卒業、進級、退職、転勤、転職など、 

３月はお別れの多い季節。 

お世話になった方へ、心のこもった 

贈り物をご用意してみてはいかがでしょうか。 
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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）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
アイドル失格/安部若菜（栃・西） 
秋雨物語/貴志祐介（栃・大・藤） 
芦屋山手お道具迎賓館/高殿円（大・都） 
息をつめて/桂望実（栃・藤・都・西） 
犬小屋アットホーム！/大山淳子（大・藤・都・西） 
おもみいたします/あさのあつこ（栃・大・藤・都・岩） 
貸本屋おせん/高瀬乃一（栃・大・都・岩） 
彼女のことを知っている/黒川創（栃・大） 

川のほとりに立つ者は/寺地はるな（栃・大・藤・都・岩） 
ギフテッド/藤野恵美（栃・西） 
君のクイズ/小川哲（栃・藤） 
グッドナイト/折原一（大） 
これはちゃうか/加納愛子（栃・藤） 
最後のひと/松井久子（栃・大・西） 
栞と噓の季節/米澤穂信（栃・大・藤・都・西・岩） 
ジャクソンひとり/安堂ホセ（栃・藤） 
祝宴/温又柔（栃） 
書楼弔堂/京極夏彦（栃・大） 
絶筆/石原慎太郎（栃・大・都） 
タクジョ！〔２〕/小野寺史宜（栃・大・都・岩） 
タスキメシ－五輪－/額賀澪（栃・大・都・岩） 
チンギス紀 １５/北方謙三（栃・大・都・岩） 

特殊清掃人/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 
なんとかしなくちゃ。 青雲編/恩田陸（栃・大・藤・都） 

ばくうどの悪夢/澤村伊智（大） 
ひとり旅日和 〔４〕/秋川滝美（栃・大・藤・都） 

分岐駅まほろし/清水晴木（栃・都） 
黒石（ヘイシ）/大沢在昌（栃・大・都） 
まあたらしい一日/いしいしんじ（栃・大・岩） 
耳の叔母/村田喜代子（栃） 

もしも彼女が関ケ原を戦ったら/眞邊明人（大・岩） 
夜の夢こそまこと/伊東潤（栃・西・岩） 
世はすべて美しい織物/成田名璃子（栃・都・岩） 
老人ホテル/原田ひ香（栃・大・藤・都・西・岩） 
私のことだま漂流記/山田詠美（栃・大・藤・岩） 
小説ダークソウル/マイケル・Ａ・スタックポール（栃） 
時ありて/イアン・マクドナルド（栃） 
ペストの夜 上・下/オルハン・パムク（栃） 
(文庫・新書)薬は毒ほど効かぬ/塔山郁（西・岩） 

(文庫・新書)スパイシーな鯛/山口恵以子（栃・大・都） 
(文庫・新書)種もしかけもない暮らし/鳩見すた（藤・都） 
(文庫・新書)ハートフル・ラブ/乾くるみ（栃・藤・西） 
(文庫・新書)花と舞と一人静/篠綾子（大） 
(文庫・新書)いつか必ず死ぬのになぜ君は生きるのか 
/立花隆（栃） 

(文庫・新書)孤独の俳句/金子兜太（藤） 
(文庫・新書)「挫折」というチカラ/原晋（岩） 
(文庫・新書)バカと無知/橘玲（大） 

(文庫・新書)「８０歳の壁」は結局、免疫力が解決してくれる 
/和田秀樹, 奥村康（西） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
家康の本棚/大中尚一（栃） 

とちぎの石造物/塙静夫（栃・大・藤・都・西・岩） 

全国温泉大全/松田忠徳（大） 

東京の山カフェ・海カフェ（都） 

るるぶ桃太郎電鉄（栃・藤） 

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

仕事ができる人のパワポはなぜ２色なのか？/越川慎司（大） 

失敗学見るだけノート（栃・大） 
「なぜ？」がわかる！政治・経済/村尾英俊（栃） 

「また会いたい！」と言われる一流の話し方/桑野麻衣（西） 

マンガでわかるイーロン・マスクの起業と経営（藤・都） 

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

ウルトラ図解糖尿病（栃・大） 

体を温める。（藤） 

最近、飲みすぎてるなと思っている人のための 

お酒の減らし方（岩） 

ノドトレ/西尾正輝（西） 

「よくむせる」「せき込む」人のお助けＢＯＯＫ/大谷義夫（大・都） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
大原千鶴のいつくしみ料理帖/大原千鶴（大） 

がんばりすぎない発酵づくり/舘野真知子（西） 

Ｍｉｚｕｋｉの味つけ黄金比率/Ｍｉｚｕｋｉ（藤・都・岩） 

みんないっしょが嬉しいパクパク幼児食レシピ/げん（西・岩） 

かぎ針編み刺しゅう糸で編むミニチュア鳥図鑑（栃） 

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

絵手紙にも使える！筆ペンでかわいいイラストが描ける本 
（藤・都） 
おいしい器のある暮らし（岩） 

乗馬初心者さんのためのこんなときどうしたら？Ｑ＆Ａ（大・都） 

名画から学ぶ写真の見方・撮り方/塚崎秀雄ほか（栃・大） 

名画のかごを編む/佐々木麗子（栃・大） 

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

あやし、おそろし、天獄園/廣嶋玲子（栃・藤・都） 

いちねんじゅうおばけずかん/斉藤洋（栃・大・藤・都・岩） 

おしりダンディザ・ヤング きょうりゅうのしま/トロル（藤・都・西・岩） 

おばけのアッチ チとキがいない！/角野栄子（栃・大・藤・都・西） 

ジブリの食卓となりのトトロ（栃・都・西・岩） 

そうだったのか！国の名前由来ずかん/西村まさゆき（栃・都・岩） 

地下室の日曜日 おばけだってなやみます 

/村上しいこ（栃・大・藤・都・西・岩） 

ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来（大・藤・岩） 

日本のスゴイいきもの図鑑/加藤英明（栃・大・藤） 

のらねこライセンス/山口タオ（栃・大・都・岩） 

ひみつの地下図書館 ４/アビー・ロングスタッフ（栃・大・都・岩） 

るるぶマンガとクイズで楽しく学ぶ！ 

日本の歴史人物伝（藤・都・西） 

（絵本）かぼちゃスープのおふろ/柴田ケイコ（大・藤・都・西・岩） 

（絵本）交通安全大王/よしながこうたく（栃・大・藤・都・岩） 

（絵本）ごちゃまぜカメレオン/エリック・カール（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）この本はよまれるのがきらい 

/ダビット・サンデン（大・都・西・岩） 

（絵本）なんとニャンコうんこ４こ！/おおたにけんた（栃・藤・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
オタクを武器に生きていく/吉田尚記（栃・大・藤・西） 

１３歳からの「集中力」向上バイブル（大・都・岩） 
見るだけで理解が加速する得点アップ数学公式図鑑 
/あきとんとん（藤・都） 

黒ゐ生徒会執行部/にかいどう青（栃・藤） 

心霊探偵八雲 INITIAL FILE 幽霊の定理/神永学（栃・大・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：１／１～１／３１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 

3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

3月2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

3月6日 (月) 星風会（代官荘）

3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

3月8日 (水) 川原田団地 大町公民館

3月9日 (木)

3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

3月14日 (火)

3月15日 (水)

3月16日 (木)

3月20日 (月) 星風会（代官荘）

3月21日 (火)

3月22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

3月23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

3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

3月28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

3月29日 (水) 川原田団地 大町公民館

3月30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　【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）

祝日のため運休

蔵書点検のため運休

栃木市移動図書館　巡回予定 202３年３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


