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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

1月

        …休館日

９：００～１８：００

今市図書館

図書館だより
新年明けましておめでとうございます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

「本の福袋」

２０２１年も皆様に少しでも楽しんで

頂けるようにと、様々なテーマに沿って

たくさんの本を集めてみました。

年の初めのぜひ運試し！

新しいジャンルの本と出合えるかも？

ぜひ、お立ち寄りください。

２０２１年、丑年の幕開けです。本来「丑」は動物の「牛」とは無縁のものだったようですが
今では「鼠・牛・寅・・・」の絵が年賀状などで当たり前になっていますね。

牛は「天満宮の神使」とされ、これは「稲荷神社の狐」「熊野神社の烏」「八幡宮の鳩」「春
日大社の鹿」などと同様で、各地の天満宮には牛の像があり、そのどの牛も座り込んだ姿
をしています。

学問の神様として知られる菅原道真公をまつる大宰府天満宮。「菅原道真が丑年だった」
「道真が暗殺の危機を飼い牛が救った」など、数多くの言い伝えがあるようです。
丑年、大変な時期の「受験」に立ち向かう皆さんが、「牛」とは浅からぬ縁の道真公のご
利益を受け桜が咲くことをお祈りします。「冬来りなば春遠からじ」―明るい希望がきっと
みえてくるはずです。頑張ってください！



読書会とは、毎月1冊の本を読み読後の意見や
感想を会員の皆様で楽しく語り合う会です。
いずみの会では本仲間を募集中です！

気になる方は、日光図書館カウンターまたは
お電話でお気軽にお問い合わせください

毎月第三水曜日 日光公民館小会議室にて開催

読書会『いずみの会』会員募集中！

日光図書館図 書 館 だ よ り

ちっちゃなありんこおはなし会
1月7日（木）・1月21日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
1月16日（土） 14：00～

日光図書館 おやこどくしょしつ
ご参加の方は、前日までにお申し込みください。

ものがたりいがい

い もの はやかわ

へんな生き物ずかん （早川 いくを）
うちゅう たんさ すす てらぞの じゅんや

宇宙探査ってどこまで進んでいる？ （寺薗 淳也）
こ しょく かめい あきこ

子どものためのスポーツ食トレ （亀井 明子）
このほかにもいろいろあるよ！

ブックランド

今月の特集
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お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー
開館時間　９：00～18：00

1月

　…休館日（月曜休館・祝日開館）

日光歴史講座
「二宮金次郎の廻村と三か村（和泉・平ケ崎・千本木）・

板橋・文挾用水の連続開発」 ※2020年9月に今市図書館で

行われた講座と同内容です
講師：田邉 博彬 氏
日時：2021年1月24日（日） 午後１時30分～
場所：日光公民館 二階 視聴覚室 定員：20名

お申込は日光図書館まで（窓口またはお電話にて）
当日の検温や消毒、マスクの着用等ご協力をお願いいたします。

1年のスタート！
今年も新たな年が始まりました。

なにかと希望も抱きにくい世の中ですが
小さくても夢へ向かって
何かにチャレンジしてみませんか？
カウンター右の展示コーナーに

ヒントがあるかもしれません。

あたらしくはいったほん
あら い ま き

まどのむこうのくだものなあに？ （荒井 真紀）
しば た

うごきません。 （柴田 ケイコ）

おべんとうかいじゅう （しまだ ともみ）

えほん・ものがたり

えいご ふくいんかん えほん

英語でたのしむ福音館の絵本シリーズ「きんぎょがにげた」ほか
なしや

エリーゼさんをさがして （梨屋 アリエ）
ねこまち じけん ぼ ひろしま れいこ

猫町ふしぎ事件簿 （廣嶋 玲子）

イッカボッグ （J.K.ローリング）



新年あけまして

おめでとうございます

昨年中は藤原図書館を

ご利用いただきありがとう

ございました

今年もどうぞよろしく

お願いいたします

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉

あたらしくはいったほん

じてん かけひせいいちろう

ｅスポーツはじめて事典１（筧誠一郎）
き お

消えたレッサーパンダを追え!（たけたにちほみ）
さい

２～５才のかわいいおりがみえほん どうぶつ（いしばしなおこ）

しばた

うごきません。（柴田ケイコ）

ハブラシのサミー（ダニエル・リェリー）
ひらたけい

ことばたんてい かくされたおたから（平田景）

むらかみ

フルーツふれんずブドウくん（村上しいこ）
まじょ あいぼう ひめ おうじ かしわばさちこ

魔女が相棒?オコジョ姫とカエル王子（柏葉幸子）

おねえちゃんって、きょうもやきもき!（いとうみく）

ほかにもあるよ♪
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

1月

        …休館日

９：００～１８：００

読み聞かせボランティア
ピンコロさんによる絵本の読み聞かせ、

紙芝居などをおこないます♪

〈えほん〉

幼児おはなしかい １月６日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

おはなしかい １月２３日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

「うしのえほん」「あたたかいたべもの」

に関する本を展示しています♪



この他にも新刊が多数ございます。
詳し くはスタ ッフにお尋ねください。

日光市立図書館 一般書新着図書のご案内（一部をご紹介いたします。）

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
２０２０年の恋人たち／島本 理生
十の輪をくぐる／辻堂 ゆめ
お龍のいない夜／風野 真知雄
悪魔を殺した男／神永 学
ひとり旅日和 【２】／秋川 滝美
新宿特別区警察署Ｌの捜査官／吉川 英梨
傍聴者／折原 一
チンギス紀 【９】／北方 謙三
サンクチュアリ／岩城 けい
日曜日は青い蜥蜴／恩田 陸
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
運命の絵／中野 京子
旅する神々／神崎 宣武
雑煮３６５日／松本 栄文
あおり運転／菰田 潔
子どもを連れて、逃げました。／西牟田 靖
ジジイの片づけ／沢野 ひとし
元女子高生、パパになる／杉山 文野
本能寺の変 信長の誤算／井上 慶雪
少女マンガのブサイク女子考／トミヤマ ユキコ
ポストコロナ期を生きるきみたちへ／内田 樹

指定管理者 ㈱図書館流通センター ㈱近代ビル管理社共同事業体発行
日光市立今市図書館 〒321-1266 栃木県日光市中央町29-1 Ｔｅｌ.0288-22-6216 Ｆａｘ.0288-22-7337
日光市立日光図書館 〒321-1492 栃木県日光市御幸町4-1 日光市日光庁舎内 Ｔｅｌ.0288-53-5777 Ｆａｘ.0288-25-6116
日光市立藤原図書館 〒321-2522 栃木県鬼怒川温泉大原1404-1 Ｔｅｌ.0288-76-1203 Ｆａｘ.0288-76-3097
日光市立図書館のホームページにて、お知らせや蔵書の検索等ご利用いただけます。
〈ホームページ〉http://opac.city.nikko.lg.jp
〈携帯ホームページ〉 http://opac.city.nikko.lg.jp/mobiｌe/

電子図書館 ランキング

➀うける！雑学 電子書籍版
／日本博学倶楽部

②続かないあなたのためのやせる５秒筋トレ
／松井 薫

③廃墟に乞う ／ 佐々木 譲

④松本ぷりっつの夫婦漫才旅 その２
／松本 ぷりっつ

⑤ラーメンｗａｌｋｅｒ栃木 ２０２０
／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

⑥楽々１００円グッズで収納＆アイテム活用術
／笠倉出版社

⑦すみっコぐらし ／ よこみぞ ゆり

⑧魔法のかたづけ・収納術／小松 易

⑨もののはじまりおもしろ雑学 電子書籍版
／本郷 陽二

⑩２０代で人生が開ける「最高の語彙力」を
教えよう。電子版 ／千田 琢哉

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
この気持ちもいつか忘れる／住野 よる
ガラスの５０代／酒井 順子
聖女か悪女／真梨 幸子
青春とは、／姫野 カオルコ
私を月に連れてって／鈴木 るりか
白日／月村 了衛
水と礫／藤原 無雨
アンダークラス／相場 英雄
スター／朝井 リョウ
ニッケル・ボーイズ／コルソン・ホワイトヘッド
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
和風デザインのつくり方／ｐａｓｔｏ
ご利益別仏像おまいり入門／松島 龍戒
「悪」が変えた世界史上・下／ヴィクトル・バタジオン
災害時の英語／デイビッド・Ａ．セイン
今日からできる!暮らしの感染対策バイブル／堀 成美
妊活にいいこと大全／主婦の友社
まるごと楽しむオリーブの本／岡井 路子
もっと知りたいやきもの／柏木 麻里
中学英語から始める洋書の世界／林 剛司
世間とズレちゃうのはしょうがない／養老 孟司

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
アウターQ／澤村 伊智
アンダークラス／相場 英雄
銀の夜／角田 光代
空洞のなかみ／松重 豊
サラと魔女とハーブの庭／七月 隆文
実験で楽しむ宮沢賢治「銀河鉄道の夜」／四ケ浦 弘
十の輪をくぐる／辻堂 ゆめ
落葉の記／勝目 梓
われ清盛にあらず／若木 未生
黒魚都市／サム・J.ミラー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
小学生なら1秒で答える！大人を悩ますクイズ／知的生活追跡班

番号は謎／佐藤 健太郎
警察の階級／古野 まほろ
なぜ日本経済は後手に回るのか／森永 卓郎
適職の結論／宇都宮 隆二
性のおはなしQ＆A／浅井 春夫
今日からできる！暮らしの感染対策バイブル／堀 成美
エレクトロニクスラボ／DK社
簡単シェラカップレシピ／蓮池 陽子
世間とズレちゃうのはしょうがない／養老 孟司

http://opac.city.nikko.lg.jp/
http://opac.city.nikko.lg.jp/
http://opac.city.nikko.lg.jp/mobiｌe/

