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大平図書館｜「誰でも黒板アート 
～黒板アートしませんか～」 

期間：通年開催中 

内容：２時間程度で仕上がる作品を黒板に描いていただき、１週間程度 

展示します。 

場所：大平図書館１階 南側マンガ棚付近 

参加：無料。どなたでも、何回でも参加できます 

申込：随時参加者募集中。１階カウンターまたは電話にて受付 

栃木図書館｜栃木図書館ローカルチャー 

「私と映画館と」 
日時：４月１２日（水） １３時３０分～ （１００分程度） 

内容：写真資料「昭和の栃木街」の投影・栃木市で撮影された映画 

「六人姉妹」上映・聴き集めした街の記憶の朗読・参加者を交えた 

栃木の映画館思い出トーク 

解説：ネットワークとちぎ・栃木図書館友の会 

場所：栃木図書館 ２階会議室 

対象：一般  定員：３０名  費用：無料 

申込：カウンター・電話にて受付中 

 

栃木市図書館通信 

２０２３年３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 ４月上旬～ 

●「守護るんです」（一般向け） 

●「ともだち いーっぱい！」（児童向け） 

西方館 ４月上旬～ 

●「おでかけ本♪」（一般向け） 

●「入園・入学」（児童向け） 

都賀図書館 ４月上旬～ 

●「昭和がキ・テ・ル」 （一般向け） 
「昭和の日」にちなんで、大注目の昭和レトロが 

感じられる資料を集め展示しています。 

開催中 

●「春休みだからシリーズで 

読んじゃおう！」(ＹＡ向け)  

藤岡図書館 ４月上旬～ 

●「目指せオシャレさん！」（一般向け） 
身だしなみやファッションに関する本をご紹介 

します！ 

開催中 

●「るんるん♪おでかけ」（児童向け） 

大平図書館 ４月上旬～ 

●「比べてビックリ！ 

日本と世界」（一般向け） 

日本と世界はこんなに違う！？各国の文化や 

習慣が比較できる資料を展示します。 

●「春だよ、アオハル！」（YA向け） 

●「がっこう」（児童向け） 

 

栃木図書館 ４月上旬～ 

●「ねむりのほん」（児童向け） 

●「ウソ」（スタッフおすすめ） 

西方館｜こどもの読書週間特別企画 

「缶バッジプレゼント」 

期間：４月２３日（日）～５月１２日（金） 

内容：期間中本を５冊以上借りてくれた小学生以下の方にオリジナル 

     缶バッジをプレゼント！ 

対象：小学生以下  定員：１００名（なくなり次第終了） 

場所：西方館カウンター 

都賀図書館｜こどもの読書週間特別企画 

「ツガポンをまわせ！」 
期間：４月２２日（土）～５月１２日（金） 

内容：期間中に本を借りてガチャガチャをまわそう！ 

カプセルの中には手作りストラップが入っているよ。  

対象：小学生以下  定員：約１５０名（なくなり次第終了） 

場所：都賀図書館 １階カウンター  

 

藤岡図書館｜こどもの読書週間特別企画 

「読書でチャレンジ☆ラッキーガチャ」 
期間：４月２３日（日）～５月１０日（水） 

内容：本を５冊以上借りると、手作りのストラップが入ったガチャガチャが 

回せるよ！ 

対象：小学生以下  定員：約２００名 

場所：藤岡図書館 １階カウンター 
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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 

４月８日（土）１０時３０分～１１時 

▽絵本「みどりのほし」他 

４月２９日（土・祝）１０時３０分～１１時 

 ▽絵本「おしゃべりなたまごやき」他 

対象：幼児～小学校低学年 

場所：１階エントランス横 

☆出張えほんデビュー 

４月２５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 

４月２１日（金）１４時～１５時 

▽テーマ「ちょう・生活・遊び」 

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” 

４月１日（土）１４時～１４時３０分 

対象：幼児～小学校低学年 

４月１４日（金）・２８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 

４月２３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 

４月２３日（日）１４時～ 

 ▽紙芝居「むしさんのめ」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 

４月１日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「あしたもあそぼう」他 

４月１５日（土）１４時～１４時３０分 

▽紙芝居「ぴょこたんのなぞなぞ 

レストラン」他 

場所：１階おやこどくしょしつ 

 

 

 

 

 

 

◆図書館岩舟館◆ 
☆スタッフによるおはなし会 

４月８日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「おはよう！おはよう！」他 

４月２２日（土）１４時～１４時３０分 

 ▽紙芝居「ひこうきくんとおふねさん」他 

 場所：岩舟公民館会議室５ 

[草木とともに] 
牧野富太郎//著 （栃） 
 

「植物は人間がいなくても、少しも構わずに

生活することができるが、人間は植物がなく

ては一日も生活することができない」植物

研究に捧げた９４年の生涯に綴られた名随

筆集。 

［植物と暮らす１２カ月の楽しみ方］ 
ガーデンストーリー//著 （栃・大・西・岩） 
 

“花や緑がそばにある１２カ月”をテーマに、 

育てる、飾る、食べる、暮らしが楽しくなるアイ

デアを紹介。おすすめのガーデンフラワーや

知っておきたい庭仕事についても収録。 

[世界植物探検の歴史] 
キャロリン・フライ//著 （栃） 
 

植物はいかに発見・採集され、新しい土地

に根付き、そして人間の生活をどう変えた

か。プラント・ハンターの活躍と歴史をキュー

王立植物園所蔵の美しい図版と共に解説。 

[【児童書】すごすぎる身近な 

植物の図鑑] 
鈴木純//著 （藤・都・岩） 
 

外を歩けば目に入る道端の植物。いつも見る

ものだけど、知らないことがたくさんある。花

や雑草、野菜の「おもしろい事実」を紹介。 

[小さな庭のスタイルブック] 
ｔｈｅ Ｆａｒｍ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ 

ＣＨＩＢＡ//著 （藤・西） 
 

緑のあふれる庭、狭いけれど居心地のよい

庭などのタイプの違うガーデンを紹介。花壇

や小道の作り方など、はじめての庭づくりの

参考に最適の一冊。 

[【児童書】植物のサイエンス] 
藤子・Ｆ・不二雄//著 （栃・藤・岩） 
 

サングラスをする、虫をだます、分身する…

これ、じつはぜんぶ植物ができること！植物

のもつすごい力を、ドラえもんたちといっしょ

に知ろう♪ 

[ボタニカ] 
朝井まかて//著 （栃・大・藤・都・岩） 
 

草花に話しかけていた少年。独学で植物研

究に没頭した彼は上京し、新種の発見や

研究雑誌の刊行など成果を上げるも莫大

な借金を抱えていて…。日本植物学の父、

牧野富太郎の波乱の生涯を描いた小説。 

[美しき小さな雑草の花図鑑] 
多田多恵子//著 （栃・大） 
 

身近な場所に生えているが、今まで目もく

れずに通り過ぎてきた雑草。手を伸ばし、 

目を近づけて見ると…。美しく繊細で、個性

豊かな雑草の花を、色別に拡大写真で紹

介する。 

今月のテーマは 

「植物」 
 
若葉が芽吹き、つぼみが花開く 

春らんまんの季節がやってきました。 

それにちなんで、花や植物に関する 

本をご紹介します！ 
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●文芸（小説・文庫・新書）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
朝星夜星/朝井まかて（栃・大） 
ある愛の寓話/村山由佳（栃・大・藤・都・岩） 
家康の海/植松三十里（栃・大・岩） 
家康の血筋/近衛龍春（栃・大） 

一睡の夢/伊東潤（栃・大） 
噓つきなふたり/武田綾乃（栃・都・岩） 
江戸一新/門井慶喜（栃・大・藤・岩） 
ガウディの遺言/下村敦史（栃・大） 
風の値段/堂場瞬一（栃・大・藤・都・岩） 
教誨/柚月裕子（栃・大・藤・都・西・岩） 
蝙蝠か燕か/西村賢太（栃・大） 
骨灰/冲方丁（栃・大・藤） 
秋麗/今野敏（栃・大・都・西・岩） 
祝祭のハングマン/中山七里（栃・大・藤・都・西・岩） 

樹林の罠/佐々木譲（栃・大・都） 
タイム・オブ・デス、デート・オブ・バース/窪美澄（栃・大・藤） 

闘え！ミス・パーフェクト/横関大（栃・大・藤・都） 
遅刻する食パン少女/田丸雅智（都・岩） 
月の立つ林で/青山美智子（栃・大・藤・都・西・岩） 
継ぐ者/上田秀人（栃・大） 
罪の境界/薬丸岳（栃・大・藤・西） 
ＴＲＹ４８/中森明夫（栃・大） 
どうする家康 １/古沢良太（藤・西） 

中庭のオレンジ/吉田篤弘（栃・藤） 
猫にならって/佐川光晴（栃・大） 
バスに集う人々/西村健（栃・大） 
パレードのシステム/高山羽根子（栃・大） 
光のとこにいてね/一穂ミチ（栃・大・藤・西） 

浮遊/遠野遥（栃・大） 
水/北村薫（栃・大・藤） 
南海ちゃんの新しいお仕事/新井素子（栃・都） 
名探偵外来/似鳥鶏（栃・都） 

ユア・プレゼント/青山美智子（栃・大・藤・都・岩） 
連鎖/黒川博行（栃・大・都・西） 
ワンダーランド急行/荻原浩（栃・大・藤・都・岩） 
青いパステル画の男/アントワーヌ・ローラン（栃・大・都） 
三体０/劉慈欣（栃・藤） 

破果/クビョンモ（栃） 
(文庫・新書)うぽっぽ同心終活指南 １/坂岡真（都） 

(文庫・新書)ソロバン・キッド/犬飼六岐（栃） 
(文庫・新書)探偵の探偵/松岡圭祐（栃・西） 
(文庫・新書)短編旅館/阿部暁子ほか（大・都） 
(文庫・新書)ひとりサイズで、きままに暮らす/阿部絢子（藤） 
(文庫・新書)ホテルクラシカル猫番館 ７/小湊悠貴（岩） 
(文庫・新書)９０歳の人間力/外山滋比古（岩） 

(文庫・新書)年収４４３万円/小林美希（藤） 
(文庫・新書)発達障害の人には世界がどう見えるのか 
/井手正和（大） 

(文庫・新書)夫婦のトリセツ/黒川伊保子（大・西） 
(文庫・新書)誰が農業を殺すのか/窪田新之助（栃） 
●歴史・旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
いばらき歴史紀行/井坂幸雄（栃・大） 

戦国武将列伝 ２ 関東編（栃） 

いちばん心ときめく季節の日本の城と絶景（都） 

韓国美・味案内/崔智恩（岩） 

地球の歩き方 Ｗ２５ 世界のお菓子図鑑（栃・藤） 

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

クロスカルチャー・マーケティング/作野善教（栃） 

３０分でスパっとわかる！インボイスＱ＆Ａブック（栃・大） 
就職四季報 ２０２４年版（栃） 

世界一やさしい仕事術図鑑/へいうさぎ（藤） 

農産物直売所で稼ぐ７０の極意/勝本吉伸（栃・大・都） 

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

薬の名前には意味がある/阿部和穂（岩） 

図解眠れなくなるほど面白い老化の話（都・西） 

スマホ失明/川本晃司（大・西） 

なんとなく疲れる・つらい・痛いを解消する「ツボ」図鑑（藤・都） 

文系のためのめっちゃやさしい睡眠（栃・大） 

●料理・育児・手芸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
お医者さんが教えてくれた一年中冷え知らずごはん 

/ワタナベマキ（西・岩） 

はじめての、やさしいお菓子/長田佳子（藤） 

まいにち豆腐干レシピ/エダジュン（栃） 

「話せる」子どもの育て方/野村絵理奈（大・都） 

リカちゃんが着る世界の民族衣装（大・西） 

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

イラストでサクサク覚える東大生の百人一首ノート（岩） 

かんたん釣り仕掛け（栃） 

３ステップでできる！世界で一番やさしいマジック 

/藤原邦恭（大・都） 

小さな庭のスタイルブック（藤・西） 

鉄道きっぷ探究読本/後藤茂文（大） 

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

栄養＆食べ方パーフェクトＢＯＯＫ（大・藤・都・西） 

かいけつゾロリきょうりゅうママをすくえ！ 

/原ゆたか（栃・大・藤・都・西・岩） 

外来ＶＳ在来最強生物決定戦（栃・藤・西） 

ガオガオきょうりゅうのよる/たるいしまこ（栃・大・藤・都） 

栗原心平のキッズキッチン/栗原心平（大・都・西・岩） 

グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる！ 

/ジェフ・キニー（栃・大・藤・都・岩） 

小学生でも安心！「海釣り」と「魚料理」きほんＢＯＯＫ（大・都・岩） 

ふしぎな図書館とやっかいな相棒/廣嶋玲子（栃・大・藤・都） 

魔女のなみだのクッキー/草野あきこ（栃・大・藤・都・岩） 

マンガでわかる！小学生のためのモヤモヤ・イライラとの 

つきあい方（栃・大・藤・都・西） 

勇気を出して、はじめの一歩/本田有明（栃・大・都・西） 

妖怪と魔法おりがみ/笹川勇（藤・都・西） 

（絵本）いちごハウスのおくりもの/村中李衣（栃・大・都・西） 

（絵本）おおきなおさら/あさのますみ（大・藤・都・岩） 

（絵本）せかいいちのモンスター/新井洋行（栃・大・藤・西） 

（絵本）にじいろのさかなとおはなしさん 

/マーカス・フィスター（栃・大・都・西・岩） 

（絵本）ひ・る・ご・は・ん！/武田美穂（栃・大・藤・都・西・岩） 

●中高生向け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 
子どもお悩み相談会/角田光代ほか（栃・藤・岩） 

１５歳からの社会保障/横山北斗（栃・都） 
１３歳からの図解でなるほど地政学（大） 
＃１４０字小説/方丈海（栃・藤・西） 

保健室には魔女が必要/石川宏千花（大・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：２／１～２／２８まで） 
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4月3日 (月) 星風会（代官荘）

4月4日 (火)

4月5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

4月6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

4月10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

4月11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

4月12日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月13日 (木) 部屋小学校

4月17日 (月) 星風会（代官荘）

4月18日 (火) 小野寺小学校

4月19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

4月20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

4月24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

4月25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

4月26日 (水) 川原田団地 大町公民館

4月27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）

栃木市移動図書館　巡回予定 202３年４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）

西方小学校 真名子小学校

真名子小学校

  

 

 

 

 

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 


