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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

4月

　　　…休館日

９：００～１９：００

２００６年３月２０日に今市市、足尾町、藤原町、栗山村、そして旧日光市が

合併して新しい「日光市」が誕生。それから丸１５年が経ちました。

様々な事があった１５年ですが、長い歴史の中では１５年などほんの一時に

過ぎないかもしれません。これから先どんな「日光市」になっていくのでしょう。

また、「暗い時代」になってしまったこの世の中は一体どうなっていくのでしょう。

日光に縁の深い家康公が築いた「泰平の世」。そんな時代になってほしいと

思います。そして、多くの人々が風光明媚な日光の自然を訪れる日々が戻る

事を願います。

えほん・よみもの
なんでもない／鈴木 のりたけ

ぐん太／夢枕 獏

しりとり／安野 光雅

つるの家／安房 直子

だんごどっこいしょ／二宮 由紀子

ちびっと！マーメイド／名木田 恵子

強制終了、いつか再起動／吉野 万理子

願いを叶える雑貨店 黄昏堂／桐谷 直

それいがいの本
ふつうに生きるって何？／井手 英策

未来を変えるレストラン／小林 深雪

細菌ラボ／リチャード・プラット

ぼくらの青／佐藤 まどか

Ｎｏ．１きれい運がよくなる整理整とん＆

おそうじＬｅｓｓｏｎ／おさよさん

すずき

た ゆめまくら ばく

あんの みつまさ

な ぎ た けいこ

いえ あ わ なおこ

にのみや ゆ き こ

きょうせいしゅうりょう さい き どう よしの ま り こ

ねが かな ざっかてん たそがれどう きりたに なお

い なに い で えいさく

みらい か こばやし みゆき

さいきん

あお さ とう

うん せい り せい

レ ッ ス ン

４月１日（木）より閉館時刻が変わりました。

１８:００→１９:００ よろしくお願い致します。

【こどもの読書週間】
４／２３（金）～５／１２（水）
「いっしょに よもう、

いっぱい よもう」
わくわくする本、楽しい絵本など

いろいろ集めて展示しています！
ぜひ、手に取ってみては
いかがでしょう。

今市図書館

図書館だより



開館時間

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

4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
4月1日（木）・4月15日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
4月3日（土）・4月17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。

昨年度は新型コロナウイルスの影響で急な
イベントの中止や利用の制限等ご迷惑・
ご不便等おかけいたしました。
皆様にはご理解ご協力いただき
誠にありがとうございます。
まだまだウイルスの脅威は去ったわけでは
ありません。引き続き当館も感染対策に努
めてまいりますので、
手指の消毒、マスクの着用、
長時間の密を避けるといった
ご協力をお願いいたします。

ものがたりいがい

ブックランド

あたらしくはいったほん

こけももむらのゆうびんやさん （みなみ あきこ）
ば しゃ

おおきなキャンドル馬車にのせ （たむら しげる）
すず き

なんでもない （鈴木 のりたけ）

えほん・ものがたり

ご み た ろう

まだまだまだまだ （五味 太郎）
ます の こういち

みんなふつうで、みんなへん。 （枡野 浩一）
むら おお くつき しょう

さくら村は大さわぎ （朽木 祥）
にわ

ロサリンドの庭 （エルサ・ベスコフ）

かぜ くすのき せい いち ろう

ツリーハウスの風 （楠木 誠一郎）
やま すが せい こ

山をつくる （菅 聖子）
ひび きぼう おと たなか ひろかず

響け、希望の音 （田中 宏和）
このほかにもいろいろあるよ！

新しいCDが入りました！
「運命～ベスト・オブ・ベートーベン」
「ＦＲＯＮＴＩＥＲＳ」 葉加瀬太郎

「愛のよろこびは」 藤木大地
「ライヴ・アット・ロニー・スコッツ」 ビル・エヴァンス

「ロリンズ・イン・ホランド」 ソニー・ロリンズ
「フォークロア」 テイラー・スウィフト

「ＡＫＩＲＡ」 福山雅治
「武満徹ソングブック－コンプリート－」
「LEO-NiNE」 LiSA
「This is ARASHI」 嵐
「L&」 King&Prince
「オール・ザット・演歌＆歌謡曲ベスト40」

「旅する民族音楽」
「最新ウルトラマン主題歌集 ウルトラマンZ」
「まいにちせいかつソング～せっけんで手をあらおう～」
「ディズニー・リラクシング・オルゴール
〔ヒロイン・コレクション〕」
「25周年ベスト」 栗コーダーカルテット

などなど



４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。

開館時間
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

４月

        …休館日

９：００～１８：００

〈えほん〉

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉

あたらしくはいったほん

えいせいがく みやざきみさこ

こども衛生学（宮崎美砂子）
かぜ くすのきせいいちろう

ツリーハウスの風（楠木誠一郎）
みらい か こばやしみゆき

未来を変えるレストラン（小林深雪）

かどのえいこ

ぽかぽかぐ～ん（角野栄子）
ごみたろう

まだまだまだまだ（五味太郎）

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ（ふくざわゆみこ）

むら くつきしょう

さくら村はおおさわぎ（朽木祥）
にわ

ロサリンドの庭（エルサ・ベスコフ）
かしわばさちこ

モンスター・ホテルでおばけやしき（柏葉幸子）

ほかにもあるよ♪

４月２３日～５月１２日は
「こどもの読書週間」です。
第６３回 こどもの読書週間
標語「いっしょに よもう、

いっぱい よもう」の
展示を行います。

ぜひ、ご利用ください♪

展示期間
４月２３日（金）～
５月１２日（水）

４月７日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい
４月２４日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

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。
事前の申し込みは必要ありません。
ぜひ、ご参加ください☆

「トレーニングの日」「パンの日」
「キャッシュレスの日」

「哲学の日」などに関する本を
展示しています♪



・「栃木県」や「日光」に関する本をのぞいて
みませんか？旅行ガイドをはじめとする様々な
ジャンルの郷土の本に、新しい発見があるかも

知れません。

・栗山村物語 平家落人伝説の里／芦原 伸

・日光の社寺 寺を食らう謎の虫と
「平成の大修理」／山田 博文

・ジモトラベル宇都宮／JTBパブリッシング

・ラーメンWalker２０２０栃木／KADOKAWA

・ありがとう日光猿軍団／佐伯 美保

・熱闘！高校野球栃木100年の記憶
－読者が選ぶ名勝負ベスト１０－／下野新聞社

・栃木県民を操る ～恋愛、相性、性格、特徴
すべてまるわかり～／矢野 新一

・徳川家康-江戸の幕開け-新装版／松本 清張

・日光中宮祠事件／松本 清張

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
悪の芽／貫井 徳郎
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー／桜木 紫乃
湯どうふ牡丹雪／山本 一力
草原のサーカス／彩瀬 まる
血も涙もある／山田 詠美
代理母、はじめました／垣谷 美雨
いわいごと／畠中 恵
１６８時間の奇跡／新堂 冬樹
ヴィクトリアン・ホテル／下村 敦史
あなたも名探偵／市川 憂人
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
東武鉄道てくてく日帰り散歩旅／はるやま ひろぶみ
緊急事態宣言の夜に／さだ まさし
鳥獣戯画のヒミツ／宮川 禎一
ハラスメント大全／野原 蓉子
青天を衝け 前編／大森 美香
奇祭巡礼／北條 秀司
バイデン就任演説／バイデン
結核がつくる物語／北川 扶生子
美しき鉄道橋の世界／武田 元秀
イラストでわかる日本の甲冑／渡辺 信吾

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

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
悪の芽／貫井 徳郎
母影／尾崎 世界観
ぜにざむらい／吉川 永青
その扉をたたく音／瀬尾 まいこ
灰の劇場／恩田 陸
168時間の奇跡／新堂 冬樹
ほたるいしマジカルランド／寺地 はるな
幕間のモノローグ／長岡 弘樹
グレゴワールと老書店主／マルク・ロジェ
クララとお日さま／カズオ・イシグロ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
図解世界5大神話入門／中村 圭志
リベラルとは何か／田中 拓道
やるべきことがすぐわかる！ＳＤＧｓ実践入門／泉 貴嗣
中高生からの防犯／武田 信彦
「はやぶさ2」のすべて ミッション＆メカニカル編／吉川 真
間取りのすごい新常識／エクスナレッジ
ネット動画パーフェクト再生ガイド／ステレオサウンド
とちぎに生きる渋沢栄一／下野新聞社編集出版部
くらしと旅行のための基礎日本語／小川 清美
これで暮らす／群 ようこ

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ラスプーチンの庭／中山 七里
ムーンライト・イン／中島 京子
その扉をたたく音／瀬尾 まいこ
悪の芽／貫井 徳郎
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー／桜木 柴乃
湯どうふ牡丹雪／山本 一力
草原のサーカス／彩瀬 まる
血も涙もある／山田 詠美
クララとお日さま／カズオ・イシグロ
グレゴワールと老書店主／マルク・ロジェ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
御朱印さんぽ関東の寺社２０２１／ＪＴＢパブリッシング
ハワイ２０２１／昭文社
処女の道程／酒井 順子
図解いちばんやさしく丁寧に書いた相続税申告の本／須田 邦裕

ぜんぶわかる消化器の事典／中島 淳
やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法／本橋 ひろえ

長くあそべるフェルトのおもちゃとおままごと／日本ヴォーグ社

全国鉄道地図帳／昭文社
指揮を磨こう！／武田 晃
これで暮らす／群 ようこ

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

