今市図書館

図書館だより
現代の我々にとって、未曽有ともいうべき事態から早一年が過ぎようと
しています。それまでと一変してしまった生活を強いられ、様々なものを奪
われ希望も見いだせずにいる人々。そんな中でも、その生活を保てるよう尽
力してくれている大勢の人達がいます。
「明けない夜はない」―シェイクスピアの作品「マクベス」でのセリフが語
源とも言われていますが、昨今様々な場面で耳にしている言葉です。
これからが冬本番のような寒さですが、暦の上では「春」になります。
暖かい季節とともに、一日も早く素晴らしい朝の陽が射すと信じましょう！

コロナウイルス感染防止の
ため、館内ではマスクの着用を
お願い致します。
また、館内は換気のため、ドアや
窓を開ける場合がございます。
ご不便をおかけいたしますが、引き
続きご理解・ご協力をお願い致します。
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今市図書館カレンダー
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お問合せ：（0288）22-6216

図 書 館 だ よ り日光図書館
英語の本、あります
今の世の中は国際化が進み、英語の需要が高まっています。
と言っても、語学を学ぶのはなかなか大変なことで、気後れしてしまうことも。
ならばまずはやさしい英語で書かれた子供の本を読んでみませんか？
単語も文法も気にしすぎず、ちょっと簡単かな？ と思われるものをたくさん読みきることが大事なの
だそうです。そういったことに適した本も新しく入ってきているので、ぜひお手にとってみてください。
【絵本】 「花さき山（Heartbloom Hill）」
「たまごのあかちゃん（Egg Babies）」
「Stone soup（石のスープ）」
「Achoo!（ハクション！）」

【児童書・ 「Peter Pan（ピーターパン）」
一般書】 「The secret garden（秘密の花園）」
「Treasure Island（宝島）」
「Around the woｒld in eighty days（80日間世界一周）」
などなど！ このほか洋書コーナーにもあります

今月の特集

ちっちゃなありんこおはなし会
2月4日（木）・2月18日（木） 10：30～
ありんこおはなし会
2月6日（土）・2月20日（土） 14：00～
日光図書館 おやこどくしょしつ

犬と猫の本、
いろいろ集めました！
犬派の方も猫派の方も
それ以外の方もお楽しみください

ご参加の方は、前日までにお申し込みください。

読書会『いずみの会』会員募集中！

ブックランド
あたらしくはいったほん

えほん・ものがたり
たかばたけ
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うしとざん （髙畠 那生）
かわいい！どうぶつパーク （いしかわ こうじ）
かいぶつえん

じゅ な い だ

怪物園 （junaida）
や

の

みかんおいしくなーれ （矢野 アケミ）
あさ だ

そう いち ろう

虹のランナーズ （浅田 宗一郎）
ちゃかい

へいし

ぼくと石の兵士 （リサ・トンプソン）
ものがたりいがい
や

すのはら

ともり

すし屋のすてきな春原さん （戸森 しるこ）
おし

かんせんしょう

ど い

ようへい

教えて！感染症 1 （土井 洋平）
どうぶつびょういん

日光図書館カレンダー
開館時間 ９：００～１８：００

2月

くすのき あきこ

へんくつさんのお茶会 （楠 章子）
いし

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

わしづか

さだなが

こちら、まほろば動物病院 （鷲塚 貞長）
このほかにもいろいろあるよ！
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…休館日（月曜休館・祝日開館）
お問合せ：（0288）53-5777

２月のイベント
※新型コロナウイルス感染症の状況により、
延期または中止とさせていただく場合がございます。
※ご参加の際は、事前の検温・マスク着用を
お願いいたします。
※イベントのお申込み等は、藤原図書館窓口、
または電話（７６-１２０３）にてお願いいたします。

工芸美術展

あたらしくはいったほん
〈えほん〉
たけだやすお

ながれぼし（武田康男）
ぼたんやすよし

藤原図書館カレンダー

めいわくなボール（牡丹靖佳）
こい

うおと

スーパー恋ものがたり（魚戸おさむ）

開館時間 ９：００～１８：００

〈ものがたり〉
あかげしょうめい

2月

みつおかまり

赤毛証明（光丘真理）

日

ともり

しかくいまち（戸森しるこ）
なすまさもと

めいたんていサムくんとあんごうマン（那須正幹）
〈ものがたりいがい〉
ようせいずかん

妖精図鑑（エミリー・ホーキンス）
バクテリアブック（スティーブ・モールド）
か

めいげん

き

さくまひろし

きみを変える５０の名言 ２期〔３〕（佐久間博）
ほかにもあるよ♪
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…休館日
お問合せ：（0288）76-1203

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＞

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
いとまの雪 【上】【下】／伊集院 静
見えない星に耳を澄ませて／香月 夕花
神さまには負けられない／山本 幸久
境界線／中山 七里
とんちき耕書堂青春譜／矢野 隆
処方箋のないクリニック／仙川 環
じい散歩／藤野 千夜
眠れる美男／李 昂
遺言未満、／椎名 誠
男の業の物語／石原 慎太郎
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の手続きとマナー／市川 愛
ルポ「命の選別」／千葉 紀和
盆踊りの戦後史／大石 始
８８歳の絵手紙３６５日／福馬 省三
伝統芸能の革命児たち／九龍 ジョー
添削から学ぶ川柳上達法／三上 博史
大名格差／安藤 優一郎
老いの落とし穴／遙 洋子
一冊でわかる幕末／大石 学
日本観光列車ガイド２０２１／谷崎 竜

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
騙る／黒川 博行
教室に並んだ背表紙／相沢 沙呼
さのよいよい／戌井 昭人
じい散歩／藤野 千夜
名探偵のはらわた／白井 智之
バイター／五十嵐 貴久
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人／東野 圭吾
北条五代 上下／火坂 雅志・伊東 潤
雪に撃つ／佐々木 譲
マイル81／スティーヴン・キング
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
とちぎ廃なるもの／手塚 晴夫
現代経済学の直観的方法／長沼 伸一郎
白い土地／三浦 英之
おうち性教育はじめます／フクチ マミ
南極ダイアリー／水口 博也
あなたの中の動物たち／渡辺 茂
はやぶさ2最強ミッションの真実／津田 雄一
誰も教えなくなった、料理きほんのき／鈴木 登紀子
めでたしめずらし瑞獣珍獣／内山 淳一
水のように／浪花 千栄子

ご存知
ですか？

～大活字本と
ＬＬブック～

大活字本とは、通常の本が読みにくい弱視の
方や、高齢者などが読みやすいように文字の
大きさや行間を大きくして作られた本です。
また、日本語に不慣れな方や、文字を読む事
や内容を理解することが苦手な方がやさしく
読めるように、ふりがなや絵文字・大きな絵
や写真を使うなど理解しやすいよう工夫して
作られた本を「ＬＬブック」といいます。

特に「大活字本」は、小説を中心に数多く取り
揃えております。ぜひご覧になってみてください。

＜藤原図書館＞
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
銀の夜／角田 光代
ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい／大前 粟生
金子と裕而／五十嵐 佳子
鐘を鳴らす子供たち／古内 一絵
インビジブル／坂上 泉
イマジン？／有川 ひろ
誘拐ファミリー／新堂 冬樹
さのよいよい／戌井 昭人
赤いモレスキンの女／アントワーヌ・ローラン
炎と血 １／ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
だれかの記憶に生きていく／木村 光希
小学校学年別知識読みもの２４０／福岡 淳子
子供の成功は記憶力で決まる／池田 義博
とちぎ廃なるもの／手塚晴夫
不機嫌な妻無関心な夫／五百田 達成
人生で大事なことはみんなゴリラから教わった／山極 寿一
もっとラクに生きる！暮らしの整理術１００／吉川 永里子
人も街も動かす！巻き込み力／永野 孝一
大人かわいい手帳＆ノートの書き方／島野 真希
なぜ、読解力が必要なのか？／池上 彰

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。
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
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
日光市立藤原図書館 〒321-2522 栃木県鬼怒川温泉大原1404-1
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/
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