今市図書館

図書館だより
真夏の象徴ともいえる、真っ青な空と入道雲。個人的にこの光景が
大好きです。世界が１８０度変わってしまい、思うような生活を
送れずにいる人々であふれ返っている時も、無情にも季節は巡り、
依然と変わらぬ季節の風景を我々に見せてくれています。それなのに
「人が集まってしまうから」と、咲き誇った花々を処分しなければ
ならないのが、悲しいけれど今の現実です。誰が悪いわけではないけれど、
いたたまれません。
早くまた「夏の青空」を、心から楽しめる時が来てほしいです！

夏休み特集
みなさんの「宿題」は進んでますか？
企画展示コーナーでは
「自由研究」「作文」「工作」の本を揃え
ました。ぜひ、宿題のヒントにしてみてく
ださい！
また、今年度の課題図書・すいせん図書
もたくさん集めています。
いろいろな本をぜひ手に取って
読んでみてください。
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理容師・美容師の一日／WILLこども知育研究所
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地球一周！世界の国ぐに大図鑑
／アンドレア・ミルズ
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図書館だより
今後の状況により、イベントを中止させていただく
場合もございます。予めご了承ください。
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、水分をこまめに補給し
て熱中症にはご注意ください。

大人向けおはなし会
日時：令和３年８月２９日（日） 13：30～14：30
場所：日光公民館 ２階視聴覚室
（日光図書館併設）
定員：１５名（先着順）
申込方法：日光図書館窓口またはお電話

ちっちゃなありんこおはなし会
8月5日（木）・8月19日（木）
10：30～
ありんこおはなし会
8月7日（土）・8月21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１６時までにお申し込み下さい。

桂扇生独演会
日時：令和３年９月５日（日） 14時～
場所：日光公民館 ２階視聴覚室
（日光図書館併設）
定員：２５名（先着順）
申込方法：日光図書館窓口またはお電話
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読書会『いずみの会』会員募集中！
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日光図書館

おさんぽのおやくそくだもの （わたなべ あや）
あんなにあんなに （ヨシタケ シンスケ）
すずき

としょかんのきょうりゅう （鈴木 まもる）

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

チーターじまんのてんてんは（みやけ ゆま）

なわとびょ～ん （シゲリ カツヒコ）

日光図書館カレンダー
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AIロボット、ひと月貸します！ （木内 南緒）
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話したくなるオリンピックの歴史 （コンデックス情報研究所）
このほかにもいろいろあるよ！
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工芸美術展

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☆

「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♪
８月の企画展

幼児おはなしかい おはなしかい
８月２８日（土）
８月４日（水）
１３時３０分～
１０時３０分～
１階 親子読書室
２階 視聴覚室

「涼しみたい！」をテーマに、資料を展示して
います♪
夏休み課題・すいせん図書の展示♪

新着CD

新着DVD
[日本映画]星の子/今日から俺は!/仮面病棟
一度死んでみた
[外国映画]ｲｴｽﾀﾃﾞｲ/幸せのへまわり道
ﾃﾈｯﾄ/ﾌｫﾚｽﾄｶﾞﾝﾌﾟ
[ア ニ メ]言の葉の庭/ｹﾛﾖﾝのぼうけん
進撃の巨人/天空の城ﾗﾋﾟｭﾀ
映画おしりたんてい
ｼﾙﾊﾞﾆｱﾌｧﾐﾘｰ ﾌﾟﾘﾝｾｽにあこがれて

[児童教養]えいごであそぼ/手話で楽しむ絵本
ﾉﾝﾀﾝ まいごはだあ～れ？
[一般教養]ﾌｰﾄﾞ･ｲﾝｸ
[娯
楽]となりのｼﾑﾗ

〈えほん〉

あたらしくはいったほん
ほかにもあるよ♪

〇ありがとう!石原軍団 〇原石時代/ｲﾙｶ 〇廻廻奇譚/Eve
〇ｹﾂﾉﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ/ｹﾂﾒｲｼ
〇美穂の演歌名曲集/朝花美穂
〇細川たかし全曲集2020/細川たかし
〇SEKAI NO OWARI 2010-2019/SEKAI NO OWARI
〇筒美京平SONG BOOK
〇Where´s My History?/[Alexandros]
〇TIK＆TOK SNS ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ 2021ﾍﾞｽﾄ ｵﾌｨｼｬﾙMIXCD
〇ﾜｯﾂ･ｱｯﾌﾟ ｸﾞﾚｲﾃｽﾄ ﾋｯﾂ2020-2021
〇ﾌｭｰﾁｬｰ･ﾉｽﾀﾙｼﾞｱ/ﾃﾞｭｱ･ﾘﾊﾟ
〇ｻﾞ･ﾊｲﾗｲﾂ/ｻﾞ･ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞ
〇NHKみんなのうた60ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ･ﾍﾞｽﾄ～ぼくはﾋｰﾛｰ
〇NHKいないいないばあっ!～ﾜﾝﾜﾝ☆ﾀﾞﾝｽ～
〇ﾗｲｳﾞ･ｱｯﾄ･ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ/ｼﾞｮﾝ･ｺﾙﾄﾚｰﾝ
〇ﾋﾟｱﾉで奏でる韓流ﾄﾞﾗﾏ/Moonlight JAZZ Blue
〇ｳﾞｫｲｼｽﾞ/ﾏｯｸｽ･ﾘﾋﾀｰ
〇2021ﾎﾟｯﾌﾟ･ﾋｯﾄ･ﾏｰﾁ
〇ｶﾌｪ･ﾎﾞｯｻ～ｸﾗｼｯｸ/ﾋﾟｱﾉ･ﾄﾘｵ

ひえひえひんやりツアー（あおきひろえ）

藤原図書館カレンダー

いたいときのおまじない（よしむらめぐ）

開館時間 ９：００～１８：００

まなつ

ムーミントロールと真夏のミステリー
（トーベ・ヤンソン）
〈ものがたり〉
もち

8月

きりゅうたまき

けんか餅（桐生環）
さーふ

ぼーいず

なんだかんた

Ｓｕｒｆ Ｂｏｙｓ（南田幹太）
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こ

フルーツふれんずイチゴちゃん（村上しい子）
〈ものがたりいがい〉
せかい
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世界でいちばん優しいロボット（岩貞るみこ）
でんしゃだいひゃっか

たび
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かっこいい電車大百科（「旅と鉄道」編集部）
はくぶつかん

たんけん

ディーケーシャ

博物館のバックヤードを探検しよう！（ＤＫ社）
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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＞

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
仮面／伊岡 瞬
婿どの相逢席／西條 奈加
あなたにオススメの／本谷 有希子
骨を撫でる／三国 美千子
長い一日／滝口 悠生
出絞と花かんざし／佐伯 泰英
斬鬼狩り／鳥羽 亮
鴨川食堂ごちそう／柏井 壽
一休破戒帖／平野 純
ザ・ベストミステリーズ ２０２１／日本推理作家協会
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
山の怪異大事典／朝里 樹
４７都道府県・発酵文化百科／北本 勝ひこ
もっとやりすぎ絶滅いきもの図鑑／今泉 忠明
悲劇の世界遺産／井出 明
源頼朝／川合 康
幕末維新英傑伝／菅野 覚明
昭和の映画絵看板／岡田 秀則
買わない暮らし。／筆子
ＬＧＢＴはじめての労務管理対応マニュアル／森 伸恵
怒れる老人／安藤 俊介

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
海神の子／川越 宗一
琥珀の夏／辻村 深月
ピットフォール／堂場 瞬一
星に祈る／あさの あつこ
ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下／万城目 学
世阿弥最後の花／藤沢 周
まりも日記／真梨 幸子
ＪＡＧＡＥ／夢枕 獏
君と歩いた青春／小路 幸也
ブレイクニュース／薬丸 岳
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
何のために生きるのか？／Ｊ.Ｙ.Ｐａｒｋ
ぼく モグラ キツネ 馬／チャーリー・マッケジー
カツオが磯野家を片づける日／渡部 亜矢
日本人が知らない「スーホの白い馬」の真実
／ミンガド・ボラグ
人生がキラめく靴選び／森 千秋
老いの福袋／樋口 恵子
寝てもサメても深層サメ学／佐藤 圭一
魔法使いの錬金術レシピ／さとう かよこ
新世界海賊の作法／山田 吉彦

≪電子図書館≫
さる７月１４日、芥川賞・直木賞作品が発表に
なりました。過去の受賞作品を電子図書館でも
読むことが出来ます。
邂逅の森／熊谷 達也
しょっぱいドライブ／大道 珠貴
プラナリア／山本 文緒
月と蟹／道尾 秀介
対岸の彼女／角田 光代
小さいおうち／中島 京子
八月の路上に捨てる／伊藤 たかみ
されどわれらが日々／柴田 翔
タイムスリップ・コンビナート／笙野 頼子
赤目四十八滝心中未遂／車谷 長吉

上記以外にも、受賞作品が
約３０作品揃っておりますので、
ぜひ、ご覧ください。

＜藤原図書館＞
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
罪の因果性／横関 大
ヒトコブラクダ層ぜっと 上・下／万城目 学
ブレイクニュース／薬丸 岳
神よ憐れみたまえ／小池 真理子
海神の子／川越 宗一
シャムのサムライ山田長政／幡 大介
いのちの停車場／南 杏子
ヒポクラテスの悔恨／中山 七里
なぜ秀吉は／門井 慶喜
蛇の言葉を話した男／アンドルス・キヴィラフク
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
高校生しなくてもいいこと／渡辺 憲司
道の駅案内全国地図２０２１年度版最終号／ゼンリン
仕事のカタログ２０２２－２３年版／自由国民社
薬剤師が教える子どもから大人まで「飲み続けると
危険な薬」／宇多川 久美子
方向音痴って、なおるんですか？／吉玉 サキ
みんなの買い物大全／心地よい暮らし研究会
眉の本／＊レイナ
誰も書かなかった東武鉄道／渡部 史絵
地図アプリで始める山の地図読み／佐々木 亨
面白いほど記憶に残る迷わない漢字／話題の達人倶楽部

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
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