今市図書館

図書館だより
なかなか「以前の」生活には遠く、行きつ戻りつをくり返す日々が続いてい
ます。そんな中、賛否両論で始まったオリンピックの聖火リレー。
本当だったら人々の声援を受け、堂々と走り抜けるはずだったでしょう。
トーチを掲げたものの、なんとなく息をひそめるように、複雑な思いで走ること
になってしまったランナーたち。ついに大阪では、「公道でなく万博公園の周
回コースを無観客で」という事態でした。そんな様子が、新聞の川柳では「ハ
ムスター」にたとえられていました。
仕方ないといえばそれまでですし、誰を恨む事もできないのが現実です。
７月に迫った世紀の祭典・東京オリンピックは一体どうなるでしょう？
「TOKYO・２０２０！」と叫ばれた２０１３年９月に戻れたらいいのに・・・

本屋大賞
全国の書店員が1年間に出た本の中
から「いちばん売りたい本」を選ぶ本屋
大賞。2021年は

えほん・よみもの

町田そのこさん
「52ヘルツのクジラたち」

へんしんどうぶつえん／あきやま ただし

に決定しました。

しょういち

なつのキリンピック／ねじめ 正一

惜しくも大賞を逃した方々の作品も
展示しております。
ぜひ、ご覧になってください。
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三毛猫ホームズの殺人協奏曲／赤川 次郎

今市図書館カレンダー
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４７都道府県本当は怖い昔話・上／野宮 麻未
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すごい植物図鑑／稲垣 栄洋
え ず

ＪＰＮ４７にっぽん絵図／タケムラ ナオヤ
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おおさかの電車大百科
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９：00～19：00

へんしゅう ぶ

／「旅と鉄道」編集部
ほかにもたくさんあるよ！
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お問合せ：（0288）22-6216

日光図書館

図書館だより
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」
講師 ： 田邉 博彬 氏
開催日 ： 5月30日（日） 午後1時30分～
場所 ： 日光公民館視聴覚室 定員：20名（先着順）
お申し込みは日光図書館まで（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。

読書会『いずみの会』会員募集中！

ちっちゃなありんこおはなし会
5月6日（木）・5月20日（木） 10：30～
ありんこおはなし会
5月1日（土）・5月15日（土） 14：00～
日光図書館 おやこどくしょしつ

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

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。

ブックランド
えほん・ものがたり

日光図書館カレンダー
あたらしくはいったほん

5月

モルモットのちゃもとけだまーず （なかや みわ）
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かける （はらぺこめがね）
つばきレストラン （おおたぐろ まり）
ありえない！ （エリック・カール）
つくしちゃんとおねえちゃん （いとう みく）
の はら

はまの

きょうこ

野原できみとピクニック （濱野 京子）
ふうじん ふうりんものがたり
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風神風鈴物語 （夏也 園子）
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渋沢栄一伝 （小前 亮）
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…休館日（月曜休館・祝日開館）
お問合せ：（0288）53-5777

けん ご

建築家になりたい君へ （隈 研吾）
しぶさわえいいちでん

開館時間 ９：00～18：00

みうら

けいじ

わかるかな？小学生の陸上競技ルール（三浦 敬司）
このほかにもいろいろあるよ！

※5月23日（日）は 日光市長選挙で
日光行政センターが投票所となるため
臨時休館いたします。

５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。

〈えほん〉

あたらしくはいったほん
たなかろくだい

こわいみちまわりみち（田中六大）
でんしゃとしょかん（はせがわかこ）

藤原図書館カレンダー
開館時間 ９：00～18：00

へんしんどうぶつえん（あきやまただし）
〈ものがたり〉
のはら

はまのきょうこ

野原できみとピクニック（濱野京子）
わたし、パリにいったの（たかどのほうこ）
つくしちゃんとおねえちゃん（いとうみく）
〈ものがたりいがい〉
ありさわしげお

だれのうんち？（有沢重雄）
かじろよういち

バスレクセレクション１（神代洋一）
め

だいかいぼう かわぐちやすし

ひと目でわかる！ウイルス大解剖（川口寧）
ほかにもあるよ♪
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
新謎解きはディナーのあとで／東川 篤哉
日蓮／佐藤 賢一
クメールの瞳／斉藤 詠一
泡／松家 仁之
道をたずねる／平岡 陽明
走れ外科医／中山 祐次郎
消えた依頼人／田村 和大
生き抜く力／曽野 綾子
複眼人／呉 明益
アウシュヴィッツで君を想う／エディ・デ・ウィンド
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
栃木のトリセツ／昭文社
親をおりる／明石 紀久男
キツネ目／岩瀬 達哉
わたしの、本のある日々／小林 聡美
ポツンと秘境駅／「旅と鉄道」編集部
非正規公務員のリアル／上林 陽治
難読漢字の奥義書／円満字 二郎
ちょっとおしゃれでずっと元気に暮らす／村上 祥子
ＴＨＥ男前ＢＢＱレシピ７７／岡野 永佑
ＳＤＧｓのすごい会社／川田 精一 他

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
物語のものがたり／梨木 香歩
傷痕のメッセージ／知念 実希人
キネマの神様：ディレクターズ・カット／原田 マハ
沙林／帚木 蓬生
大義／今野 敏
魂手形（たまてがた）／宮部 みゆき
どの口が愛を語るんだ／東山 彰良
ヴェルサイユ宮の聖殺人／宮園 ありあ
元彼の遺言状／新川 帆立
ミシンの見る夢／ビアンカ・ピッツォルノ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
御朱印でめぐる栃木日光の神社／『地球の歩き方』編集室
日本史「今日は何の日」事典／吉川弘文館編集部
ロヒンギャ危機／中西 嘉宏
文系のためのめっちゃやさしい三角関数／山本 昌宏
サーキュラーエコノミー／梅田 靖

◆新年度になり、イベント等を徐々に開始して
おります。
今まで「事前申込」のなかったものも含め、「事
前申込」とさせて頂き、確認の為「お名前」「ご連
絡先」を伺っております。
また、「密」を避けるため、従来よりも募集定員を
制限させて頂き、参加する際はご自宅での「体温
測定」をお願いしております。
皆様には、ご不便ご迷惑をおかけいたしますが
ご理解・ご協力をお願い致します。
※なお、イベントに関しましては、今後の状況に
より変更等の場合がございます。
詳細につきましては、図書館ホームページ・広報
・館内掲示物などをご覧ください。

日光市立図書館

ペットボトルキャップリサイクルアイディアBOOK／ブティック社

0からはじめるやさしい手縫いの革小物／松崎 雅子
登紀子自伝／加藤 登紀子
桜庭一樹のシネマ桜吹雪／桜庭 一樹
小福ときどき災難／群 ようこ
＜藤原図書館＞
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
クメールの瞳／斉藤 詠一
Ｄａｙ ｔｏ Ｄａｙ／講談社
新謎解きはディナーのあとで／東川 篤哉
道をたずねる／平岡 陽明
星になりたかった君と／遊歩新夢
境界線／中山 七里
彩無き世界のノスタルジア／行成 薫
足利の血脈／秋山 香乃
複眼人／呉 明益
アウシュビッツで君を想う／エディ・デ・ウィンド
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
青春の本棚／高見 京子
オンライン講座のつくりかた／原 麻衣子
はじめて家を買う人の教科書／三浦 康司
１１８元素全百科／ジェームス・Ｍ．ラッセル
虫は人の鏡／養老 孟司
おしゃれな大人が実は！している小さな習慣／主婦と生活社
リアルでゆかいなごみ事典／滝沢 秀一
いちばんやさしい音声配信ビジネスの教本／八木 太亮
日本の鉄道３６５日／櫻田 純
最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本／谷口 功
芸人人語／太田 光

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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