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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

3月

　　　…休館日

９：００～１８：００

今市図書館

図書館だより

リサイクルフェア
３月１１日（木）～１４日（日）

今市図書館別棟・視聴覚室２
資源の有効活用を図るため、図書館で除籍した
本や雑誌を市民の皆様へ無償で提供する
「リサイクルフェア」を今年度も開催いたします。
毎年、ご好評を頂いている企画です。
ぜひ、お越しください！

※コロナウイルス感染予防のため、当日【整理券】を
配布し、入場制限をさせていただきます。
皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

二十四節気のひとつである「啓蟄」。寒さで土に潜っていた虫たちが、春の陽気に誘

われて地上に出てくるとされ、だいたい３月５～６日くらいとされています。

ところが、最近は「冬眠」しているはずの熊が、冬にあちこちで目撃されたと報道され

ていました。自然界のサイクルもなんだかおかしくなっているような・・・

エサを求めて町へ降りてくるとありますが、確かに動物だって人間同様「生きること」

に精一杯なのですから、仕方ないといえばその通りですね。

それにしても、歌のように「森の中」どころか、町でくまさんに会ってしまったら！それ

も、「くまさん」などと可愛いものでなく、２メートルもあるような熊だったら、もうビックリど

ころではありません。こちらも生きることに必死です！！

えほん・よみもの
まねっこかがみ／やなぎ いち

ばあばとおさんぽ／はし みさお

おにのおふろや／苅田 澄子

動物探偵ミア１０／ダイアナ・キンプトン

夜叉神川／安東 みきえ

きみのいた森で／ピート・ハウトマン

うさぎのモニカのケーキ屋さん

／小手鞠 るい

それいがいの本

明日、学校へ行きたくない

／茂木 健一郎

渋沢栄一伝／小前 亮

仮面ライダーゼロワン超全集／小学館

本当に危ないスマホの話／遠藤 美季

まんが世界と日本の人物伝１００【6】

／富士山 みえる

冬のスポーツを楽しむ本 ２

／日本オリンピック・アカデミー
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開館時間

日 月 火 水 木 金 土
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お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

3月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

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
3月4日（木）・3月18日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
3月6日（土）・3月20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
今後の状況により、中止させていただく場合も
ございます。

ものがたりいがい

ブックランド

新しい視聴覚資料が入りました！
映画やアニメ、実用DVDなどの映像資料のほか
日光の鳥の声を収録したCDやオーディオブックなど音声資料もございます。
貸出中のものには予約も入れられますので、お気軽におたずねください。

DVD

【洋画・邦画】
「イエスタデイ」
「パラサイト」
「引っ越し大名！」
「終わった人」

【アニメ・児童向き】
「雲のむこう、約束の場所」
「タッチ」1～3
「ディノ・キング」
「ざんねんないきもの事典」1～2

【オペラ・バレエ】
「歌劇≪フィデリオ≫」
「バレエ≪白鳥の湖≫」
「バレエ≪くるみ割り人形≫」

【実用・ドキュメンタリー】
「みんなの認知症予防ゲーム」
「性別が、ない！」
「手話で楽しむ絵本」

あたらしくはいったほん

とうきょう え ほん あ べ ゆき お

東京さんぽ絵本 （阿部 行夫）
おんな こ

女の子はなんでもできる！ （アリー・パイ）
しば た

パンどろぼう （柴田 ケイコ）

えほん・ものがたり

くに

くらやみきんしの国 （エミリー・ハワース＝ブース）

オニタロウ （こさか まさみ）
うそふ く め え み り

嘘吹きネットワーク （久米 絵美里）
しじん エックス

詩人になりたいわたしＸ（エリザベス・アセヴェド）

て しょく ずかん こ ども か がく

こども手に職図鑑 （子供の科学）
きこう き き つつみ え み

気候危機！ （堤 江実）
ようせい やさい ちしき ずかん きち

おやさい妖精とまなぶ野菜の知識図鑑 （ぽん吉）
このほかにもいろいろあるよ！

CD

「日光 森の響き」 朝編・夜編
「霧の朝 鬼平犯科帳より」 池波正太郎
「おせん」 池波正太郎
「泥の花」 水上勉
「手袋を買いに」 新美南吉

などなど！

今月の特集

お花やさん開店
いろどりあふれた花々の本が
特集コーナーに咲き誇っています
お好みのお花がみつかるかも？
こちらのコーナーもお立ち寄り
ください



ねんきん あらいふみひこ

きれいでふしぎな粘菌（新井文彦）
ぜんせんしちょう しょうがくかん

ウルトラマン全戦士超ファイル（小学館）
まな しゅうり かん

プロから学ぶ修理ずかん1（フレーベル館）
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

３月

        …休館日

９：００～１８：００

〈ものがたりいがい〉

あたらしくはいったほん

みやにしたつや

うんこ（宮西達也）
むらかみやすなり

９９９ひきのきょうだいのおやすみなさい（村上康成）

４ひきのちいさいおおかみ（ヨゼフ・ヴィルコン）

やしゃじんがわ あんどう

夜叉神川（安東みきえ）
や こでまり

うさぎのモニカのケーキ屋さん（小手鞠るい）
なかがわ

おとのさま、まほうつかいになる（中川ひろたか）

ほかにもあるよ♪

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♪

幼児
おはなしかい
３月３日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

おはなしかい
３月２７日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

※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。

３月のイベント

〔日本映画〕
星屑の町・水曜日が消えた・アルキメデスの大戦

〔外国映画〕
コリーニ事件・だれもが愛しいチャンピオン
ストーリー・オブ・マイライフ

〔アニメ〕
白雪姫・海獣の子供
映画クレヨンしんちゃん爆睡!ユメミーワールド大突撃
モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい!?

〔児童教養〕
ウルトラ重機大図鑑 堀る/守る
ミニーのハッピーヘルパー（ミッキーマウス・クラブハウス）

〔一般教養〕
みんなの認知症予防ゲーム

新着ＤVD入りました♪

資源の有効活用のため、
藤原図書館で除籍した図書・
雑誌を無償でお譲りします。

日 時 ３月１日（月）～３月７日（日）
開館時間内

場 所 藤原図書館 玄関

開館時間内

〈ものがたり〉

〈えほん〉



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
鼠、十手を預かる／赤川 次郎
刑事の枷／堂場 瞬一
ははのれんあい／窪 美澄
十年後の恋／辻 仁成
もろびとの空／天野 純希
野望の屍／佐江 衆一
睦家四姉妹図／藤谷 治
水葬／鏑木 蓮

国道食堂 2nd season／小路 幸也
飛石を渡れば／一色 さゆり
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
山内の道／岸野 稔
４７都道府県・やきもの百科／神崎 宣武
税金のホント／近藤 雅人
おじさんは、地味な資格で稼いでく。／佐藤 敦規
幕末期の江戸幕府鷹場制度／安田 寛子
寂聴般若心経 ／瀬戸内 寂聴
推しにささげるスイーツレシピ／メリリル
桜庭一樹のシネマ桜吹雪／桜庭 一樹
いつも鏡を見てる／矢貫 隆
青天を衝け／ＮＨＫ出版

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/

日光市内に所蔵がない場合、栃木県内の図書

館から取り寄せることが可能です。

また、県内にもない場合は、栃木県以外の

図書館からも借用可能です。

※県内外ともにお時間がかかります。

また、一部借用不可のものがあることをご了承

ください。

なお、県外からの借用につきましては片道分の

送料（宅配便）をご負担いただいております。

***詳しくは、窓口でお尋ねください***

今市図書館

日光図書館

藤原図書館

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
アンブレイカブル／柳 広司
鼠、十手を預かる／赤川 次郎
ははのれんあい／窪 美澄
ヘルメースの審判／楡 周平
あなたがはいというから／谷川 直子
アクティベイター／冲方 丁
オルタネート／加藤 シゲアキ
八月の銀の雪／伊与原 新
はじまりの２４時間書店／ロビン・スローン
わたしたちが光の速さで進めないなら／キム・チョヨプ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
狛犬さんぽ／ミノシマ タカコ
女性のためのアンガ―マネジメント／川嵜 昌子
横根山から－足尾もう一つの閉山－／佐野 聖光
育児介護休業の実務と手続き／岡田 良則
良心をもたない人たちへの対処法／マーサ・スタウト
「そろそろ、お酒やめようかな」と思ったときに読む本／垣渕 洋一

大人男子の「超」清潔感ハック／宮永 えいと
文章の問題地図／上阪 徹
ボールペン字の上品な書き方／浅倉 龍雲
ぼくの鎌倉散歩／田村 隆一

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
快男児！／高橋 銀次郎
銀獣の集い／廣嶋 玲子
零から０へ／まはら 三桃
それをＡＩと呼ぶのは無理がある／支倉 凍砂
透明人間は密室に潜む／阿津川 辰海
八月の銀の雪／伊与原 新
フシギ／真梨 幸子
ヘルメースの審判／楡 周平
メイド・イン京都／藤岡 陽子
最悪の将軍 上・下／朝井 まかて 【大活字本シリーズ】
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
お寺のどうぶつ図鑑／今井 淨圓
横根山から －足尾もう一つの閉山－／佐野 聖光
板垣退助／中元 崇智
プライバシー・パラドックス／武邑 光裕
はじめてのＮＩＳＡ＆ｉＤｅＣｏ／頼藤 太希
宇宙飛行士選抜試験／内山 崇
ラジオの技術・産業の百年史／岡部 匡伸
魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ／栗原 友
希望の一滴／中村 哲
上原かなえのペーパークラフト／上原 かなえ

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

