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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

７月

　　　…休館日

９：００～１９：００

今市図書館

図書館だより
「朝顔に 釣瓶とられて もらひ水」 加賀千代女

朝顔と言えば、夏の代名詞のような花ですが、俳句の世界では
「秋」の季語となるそうです。ちょっとピンと来ませんが・・・。

小学生の夏休みの宿題といえば『朝顔の観察日記』。早起きして

スケッチブックに描く鮮やかな花、そして支柱に巻き付く蔓の姿は、

３００年も前に加賀千代女が読んだ句の「井戸水の釣瓶にからまる蔓」

の情景と全く同じではないでしょうか。時代は変わっても、天に向けて

長い蔓を伸ばして咲く朝顔は、我々の「夏」を楽しませてくれています。

今市図書館は、夏季休業中の月曜日
（7/19・26及び8/2・9・16・23）

に限り開館いたします。
（開館時間は9：00～19：00です）

なお、日光図書館・藤原図書館の
休館日は通常通りです。

（日光･･月曜・藤原‥火曜休館）

えほん・よみもの
きれいなあめふり／ゆうき 奈周

からあげビーチ／キリーロバ・ナージャ

ゆーらゆらみかづきちゃん／渡辺 朋

そうじきバッキューン／上水 さくら

イカル荘へようこそ／にしがき ようこ

四年ザシキワラシ組【2】／こうだ ゆうこ

すみれちゃんとようかいばあちゃん

／最上 一平

それいがいのほん
くじらの子／石川 梵

もののつかいかたえじてん／坂本 京子

人体断面図鑑／スティーブン・ビースティー

ネット・スマホ攻略術／山崎 聡一郎

津田梅子／山口 理

小さな里山をつくる／今森 光彦

なちか

わたなべ とも

うわみず

そう

よねん ぐみ

もがみ いっぺい

じんたいだんめんずかん

こ いしかわ ぼん

さかもと きょうこ

ちい さとやま いまもり みつひこ

こうりゃくじゅつ やまざき そういちろう

つだ うめこ やまぐち さとし



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

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
7月1日（木）・7月15日（木）

10：30～
ありんこおはなし会

7月3日（土）・7月17日（土）
14：00～

日光図書館 おやこどくしょしつ

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

みねみず りょう

タコとイカはどうちがう？ （峯水 亮）

10かいだてのおひめさまのおしろ （のはな はるか）
ねむ ねこ

眠り猫 （ささめや ゆき）

まよなかのトイレ （まるやま あやこ）

えほん・ものがたり

どんめくり （やぎ たみこ）
さい とう りん

あしたもオカピ （斉藤 倫）
ご ぜん じ でんわ こ で まり

午前3時に電話して （小手鞠 るい）
と もり

れんこちゃんのさがしもの （戸森 しるこ）
み たい も こ や

見つけ隊と燃える小屋のなぞ （イーニッド・ブライトン）

うご なや そうだん やま さき そう いち ろう

おとなを動かす悩み相談クエスト （山崎 聡一郎）
わたくし り けい えら ます た いち

なぜ私たちは理系を選んだのか （桝 太一）
はいく ぶ こうの さ き

俳句部、はじめました （神野 紗希）
ちょうじゅう ぎ が ゆうき まさこ

これが鳥獣戯画でござる （結城 昌子）
このほかにもいろいろあるよ！

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

7月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

日光フォトコンテスト作品展
7/1（木）～/25（日）

世界遺産「日光の社寺」や特別天然記念物「日光杉並木」をはじめ、
特色ある祭りや自然風景などを有する日光を被写体とし、
毎年開催されている「日光フォトコンテスト」
その入賞作品を館内で展示いたします。
日光の美しい一瞬を切り取った作品の数々をご覧ください。

ご参加の方は、前日16時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。
感染拡大防止対策として
手指の消毒やマスクの着用をお願いしております
気温が上がる季節なので、熱中症にはご注意ください。



牛乳パックを使い、かんたんな万華鏡を

作ります♪ ぜひ、ご参加ください🎵

講 師 図書館スタッフ
日 時 ８月５日（木） １３時３０分～１５時
場 所 藤原図書館 ２階 視聴覚室
定 員 ８名（先着順）
費 用 無料
対 象 小学生・中学生
持 ち 物 不要
申込期間 ７月１日（木）～８月４日（水）

７月のイベント

〈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

かし しばたしょてん

お菓子はすごい!（柴田書店）
た えほん うねゆたか

うねゆたかの田んぼの絵本（宇根豊）

かっこいいぞ!じえいたい せんとうき/
きくちまさゆき

せんしゃ/ごえいかん（菊池雅之）

つき さとう

月にトンジル（佐藤まどか）
だがしやぜにてんどう ひろしまれいこ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂１～３（廣嶋玲子）
ともり

れんこちゃんのさがしもの（戸森しるこ）

まよなかのトイレ（まるやまあやこ）

すいかのたね（グレッグ・ピゾーリ）
まつおか

あまがえるりょこうしゃ（松岡たつひで）

ほかにもあるよ♪

※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。

７月７日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい
７月２４日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

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 31

お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

７月

        …休館日

９：００～１８：００

７月の企画展

工芸美術展

「涼しい絵」をテーマに、岩本拓郎氏（現代アート
作家）の絵画を展示しています♪
日 時 ７月２８日（水）～ 開館時間内
場 所 藤原図書館 １階から

２階へのスロープ壁面・展示ケース

「夏フェス」をテーマに、資料を展示しています♪

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☆



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。）

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/

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。

館内では「マスク」の着用をお願いして
おります。特に、蒸し暑くなるこの時期
は「熱中症」に十分ご注意ください。

また、閲覧スペースや学習室においては
他の方との距離を保ち、「密」を避けて
ご利用いただきますよう、改めてお願い
いたします。

日光市立図書館

おねがい

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
インドラネット／桐野 夏生
片見里荒川コネクション／小野寺 史宜
まだ人を殺していません／小林 由香
リボルバー／原田 マハ
アンソーシャルディスタンス／金原 ひとみ
宗棍／今野 敏
うらんぼんの夜／川瀬 七緒
偽神の審判／麻見 和史
火車の残花／神永 学
黒牢城／米澤 穂信
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
幸せな人生のつくり方／坂東 眞理子
「勘違い」だらけの日本文化史／八條 忠基
万引き／伊東 ゆう
天声人語 ２０２１春／朝日新聞論説委員室
長谷川町子／長谷川町子美術館
定年後の居場所／楠木 新
安政コロリ流行記／仮名垣 魯文
世界一やさしいバラづくり／村上 敏
ボケ日和／長谷川 嘉哉
徳川家康／藤井 譲治

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
インドラネット／桐野 夏生
神の悪手／芦沢 央
鬼人幻燈抄 1～6／中西 モトオ
植物忌／星野 智幸
スカイツリーの花嫁花婿／青柳 碧人
空の王／新野 剛志
なぜ秀吉は／門井 慶喜
博覧男爵／志川 節子
雷神／道尾 秀介
新アラビア夜話／スティーヴンスン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
あれこれ気にしすぎて疲れてしまう人へ／清水 栄司
私たちはなぜ「女」を面倒に思うのか／水島 広子
百名山以外の名山50／深田 久弥
新型格差社会／山田 昌弘
「ほんとのこと」は、親にはいえない／木村 泰子
もっふもふ！／那須どうぶつ王国
トキワ荘マンガミュージアム／コロナ・ブックス編集部
これでおしまい／篠田 桃紅
古木巡礼／倉本 聰
俺の家の話／宮藤 官九郎

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
黒牢城／米澤 穂信
宗棍／今野 敏
インドラネット／桐野 夏生
リボルバー／原田 マハ
薔薇のなかの蛇／恩田 陸
アンソーシャルディスタンス／金原 ひとみ
雷神／道尾 秀介
最終飛行／佐藤 賢一
本心／平野 啓一郎
僕が死んだあの森／ピエール・ルメートル
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ネット中傷駆け込み寺／佐藤 佳弘
るるぶ日光那須´２２／ＪＴＢパブリッシング
墓じまい・改葬ハンドブック／大橋 理宏
もっふもふ！／那須どうぶつ王国
とちぎ酒で乾杯／下野新聞社編集出版部
食べられる庭図鑑／良原 リエ
スポーツ観戦を楽しむ本／成美堂出版編集部
栃木ＳＣシーズンレビュー２０２０“不屈”／下野新聞社
音読教室／堀井 美香
愛は魂の奇蹟的行為である／なかにし 礼

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

