今市図書館

図書館だより
梅の実のなるころの雨といった「梅雨」。これは中国からきた言葉のようで、元来
日本では「旧暦五月の雨」ということでこの季節の雨を「五月雨」というようです。
なんとなく五月の雨のような気がしますが・・・
同様に「五月晴れ」は、五月のすがすがしい陽気ではなく、梅雨の時期に晴れる
ことをこう呼ぶのが語源のようです。ニュースや天気予報などで、間違った
使い方をするアナウンサーが多いとされていますが、だんだん「間違った」方が
「正しい」とされてしまうのかもしれません。
日本語は、奥が深く難しい！でも日本語は風情のある、とても綺麗な言葉ですね。

ブックランド

６月の展示・イベント

えほん・よみもの
ルルとララのガトーショコラ／あんびる
かみ

とお

みち

やすこ
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お問合せ：（0288）22-6216

日光図書館

図書館だより

長雨の季節である今月。加えて今年も感染症拡大防止に向けて表に
出ることが控えめになっていると思います。もしかしたらいつもより気が
滅入ってしまうかも。
ですが、雨の時期だからこそ「晴耕雨読」という言葉を借りて、
今はその言葉に沿って、あえておうち時間にしている、と思うのはいか
がでしょう？
翌７月は、直木賞や芥川賞といった大きな賞の他、SFの星雲賞、開高
健ノンフィクション賞等々多数の文学賞の受賞が発表されます。また先
月5月から子ども自身が面白い本を選ぶ「こどもの本総選挙」の投票も
始まりました。
今読んでいるのが受賞するかもしれない、そんな想像をふくらませて
みてもおもしろいかもしれません。

6月の行事について
ちっちゃなありんこおはなし会
6月3日（木）・6月17日（木） 10：30～
ありんこおはなし会
6月5日（土）・6月19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。

6月下旬に行われる予定だった公民館まつりは
現在の感染拡大を考慮し中止となりました。
当館で行われる予定だった「本のリサイクル」は
また機会を改めて行わさせていただきますので
どうぞご了承ください。
今後とも感染拡大防止にご協力をお願いいたし
ます。
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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

開館時間 ９：００～１８：００

神さまの通り道 （村上 しいこ）
さいとう

読書会『いずみの会』会員募集中！

あんざい

しゅん

池の水なぜぬくの？ （安斉 俊）
このほかにもいろいろあるよ！
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お問合せ：（0288）53-5777

６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。

日光歴史講座
令和３年度
『江戸時代の街道～聖地日光へとつづく道～』
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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☆

幼児おはなしかい
６月２日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

師
時

飯塚 真史 先生
６月２０日（日）
午後１時３０分～３時３０分
藤原図書館 ２階 視聴覚室
無料
１８名（先着順）
６月２日（水）～６月１９日（土）

おはなしかい
６月２６日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室
県民の日展

６月１５日は県民の日！
栃木県に関する資料を展示

５月の企画展

テーマ「梅雨のめぐみ」
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
スイッチ／潮谷 験
百合中毒／井上 荒野
義士切腹／佐々木 裕一
わたし、定時で帰ります。［３］／朱野 帰子
にぎやかな落日／朝倉 かすみ
エレジーは流れない／三浦 しをん
われらの世紀／真藤 順丈
最高のアフタヌーンティーの作り方／古内 一絵
対になる人／花村 萬月
ブックキーパー脳男／首藤 瓜於
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
万葉集の基礎知識／上野 誠
養老先生、病院へ行く／養老 孟司
やさしい英語でＳＤＧ ｓ！／本間 正人
母になる日／葉 祥明
ネット中傷駆け込み寺／佐藤 佳弘
動物病院との最高の付き合い方／向後 亜希
これでおしまい／篠田 桃紅
『鬼滅の刃』で哲学する／小川 仁志
わたしの理想のキッチン／雅姫
生き方革命／橋下 徹
＜電子図書館＞

ぜひご利用ください

一般書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
小説ブラックジャック／瀬名 秀明
悼む力／阿刀田 高
ばあば、93歳。暮らしと料理の遺言／鈴木 登紀子
90歳を生きること／童門 冬二
星の降る森で／本山 賢司
社会人の日本語／山本 晴男
新にっぽん奥地紀行／芦原 伸
できるwindows10パーフェクトブック／広野 忠敏
LINE基本＋活用ワザ／コグレ マサト
野菜を使いきる。／伯母 直美
命を守る、救える！応急手当／横田 裕行
自分らしく生き、そして逝く／仲 紘嗣
児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
にこにこぎゅっ／ひだの かな代
ともくんのおうち／おおはし えみこ
ポポくんのみんなでおすし／acctoto
手で読む心でさわるやさしい点字 １～５／日本点字委員会
おばけのマールとたのしいオーケストラ／けーたろう
国旗のまちがいさがし／苅安 望
リクはよわくない／坂上 忍
こぎつねチロンの星ごよみ／日下 熊三
新幹線のヒミツ／「旅と鉄道」編集部

＜日光図書館＞
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
覚醒するシスターフッド／サラ・カリー
曲亭の家／西條 奈加
書医あづさの手控（クロニクル）／白戸 満喜子
風巻（しまき）／鳴神 響一
スギハラ・サバイバル／手嶋 龍一
めぐりんと私。／大崎 梢
和菓子迷宮をぐるぐると／太田 忠司
われらの世紀／真藤 順丈
疫病短編小説集／平凡社
ダンバー／エドワード・セント・オービン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
カルトの子／米本 和広
外国人避暑地日光中禅寺／手嶋 潤一
世界の日本人ジョーク集 令和編／早坂 隆
文系のためのめっちゃやさしい対数／山本 昌宏
平安貴族の住まい／藤田 勝也
主婦業9割削減宣言／唐仁原 けいこ
太らないスープ弁当＆夜遅スープ103レシピ／主婦の友社
にゃっぷる／昭文社
大河ドラマの黄金時代／春日 太一
ライオンのプライド 探偵になるクマ／前田 まゆみ
＜藤原図書館＞
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ブックキーパー脳男／首藤 瓜於
百合中毒／井上 荒野
緑陰深きところ／遠田 潤子
破天荒／高杉 良
野望の屍／佐江 衆一
小説秋月鶴山／童門 冬二
ほたるいしマジカルランド／寺地 はるな
天使と悪魔のシネマ／小野寺 史宜
ミカンの味／チョ ナムジュ
夜ふけに読みたい動物たちのグリム童話／グリム兄弟
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
今さら聞けないパソコン仕事の効率アップ５０／森田 圭美
数えないで生きる／岸見 一郎
東武鉄道てくてく日帰り散歩旅／はるやま ひろぶみ
就職活動１冊目の教科書／就活塾キャリアアカデミー
眼圧リセット／清水 ろっかん
最高の二世帯住宅をデザインする方法／ａｒｅａ０４５
最新日本の農業図鑑／八木 宏典
Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ誕生／大島 和人
季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集／杉本 祐子

ひきこもり図書館／ 頭木 弘樹

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。
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