今市図書館

図書館だより
賛否両論の中行われた、１年遅れの東京オリンピック・パラリンピック。
それが果たして「成功」なのか「失敗」だったのか。そしてこの開催は、
「正解」だったのか、そうでなかったのかはわかりません。
きっと、本当の答えは５０年先、１００年先の人々が出すのかもしれません。
ただ言えることは、オリンピックは本来「スポーツ」の大会であって、
お祭りではないはずです。どんな逆境の中でも、選手の皆さんのプレーは
本当に素晴らしかったと思います。感動をありがとうございました！
そして願わくば、３回目の「東京」がいつの日かまた・・・

１０月１日（木）より閉館時刻が
午後７時→午後６時になります。
蔵書点検のため

ブックランド

10/4(月）～10/8(金）は
休館となります
（図書と雑誌の返却は「返却ポスト」をご利用ください）

・なお、損傷のおそれがあるため
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CD・DVD・紙芝居・市外図書館から
借用したものは、返却ポストへは
入れないようお願いいたします。
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ふしぎ！光る生きもの大図鑑／近江谷 克裕
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日光図書館

図書館だより
第３回

日光歴史講座

『日光を訪れた文人墨客
～並びに明治期国際的著名人の来訪～』
講師名：柳原 一興 氏
日 時：令和３年９月２６日（日） １３：３０～
申 込：日光図書館窓口またはお電話
場 所：日光公民館 ２階視聴覚室
（日光図書館併設）
定 員：20名（先着順）

新着DVD入りました！
・アルプスの少女ハイジ
・人体のサバイバル！
・ストーリー・オブ・マイライフ
・アナと雪の女王２
・パブリック
・ドクター・ドリトル
・テネット
・82年生まれ、キム・ジヨン
・みをつくし料理帖
・糸

☆この他にもあります☆

読書会『いずみの会』会員募集中！
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

ブックランド
えほん・ものがたり
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★おやつトランポリン （小池 壮太）
やまもと
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ちっちゃなありんこおはなし会
9月16日（木）
10：30～
ありんこおはなし会
9月18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。
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日光図書館カレンダー

夢三十夜 （学研プラス）
ぼうけんき

ミシシッピ冒険記（ダヴィデ・モロジノット）
さいとう

今後の状況により お知らせのイベント等を
中止させていただく場合がございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが
皆様のご理解ご協力をお願いいたします。
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開館時間 ９：００～１８：００
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かげろうのむこうで（斉藤 洋）
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最強の剣豪へタイムワープ（イセケヌ）
ウォルナット

せかいのりょうり（ＷＡＬＮＵＴ）
てらにし あきら

きけんせいぶつ（寺西 晃）
このほかにもいろいろあるよ！
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お問合せ：（0288）53-5777

９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。

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☆

９月の企画展

☆敬老の日
「読書のすすめ」心ゆたかに生涯読書

おはなしかい
９月１日（水）の
９月２５日（土）
「幼児おはなしかい」は
１３時３０分～
新型コロナウイルスの
２階 視聴覚室
感染拡大防止のため
中止とさせていただきます。

☆「秋まんさい」をテーマにした資料を
展示しています♪

栗は○○改善に効果的！
栗には、ビタミンC・B1や食物繊維などの
様々な栄養素が含まれているので
「肌質・冷え性・便秘」の改善が期待できる！
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ふしぎ!光る生きもの大図鑑（近江谷克裕）
ほかにもあるよ♪
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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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ツタンカーメンの心臓／福士 俊哉
ブランド／吉田 修一
霧をはらう／雫井 脩介
猫弁と鉄の女／大山 淳子
紅きゆめみし／田牧 大和
革命キッズ／中路 啓太
たまごの旅人／近藤 史恵
仮面家族／悠木 シュン
硝子の塔の殺人／知念 実希人
アヤとあや／渡辺 優
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
４７都道府県・高校野球百科／森岡 浩
お母さんの賢い贈与／黒木会計
コロナ貧困／藤田孝典
藤田寛之ゴルフの結論／藤田寛之
ちいさなぬくもり／森本 俊司
すてきな子ども服／新垣 美穂
時間の日本史／佐々木 勝浩
お一人さま逃亡温泉／加藤 亜由子
プラモはじめます！／香坂 きの
ミッドライフ・クライシス／鎌田 實

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
亜ノ国へ／柏葉 幸子
白光／朝井 まかて
さよならの向う側／清水 晴木
もういちど／畠中 恵
辛酸／城山 三郎
鬼人幻燈抄［７］／中西 モトオ
彼岸花が咲く島／李 琴峰
医学のつばさ／海堂 尊
たまごの旅人／近藤 史恵
硝子の塔の殺人／知念 実希人
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
変わる日本史の通説と教科書／本郷 和人
白髪は防げる！／辻 敦哉
海馬を求めて潜水を／ヒルデ・オストビー
世界のすごい島３００／地球の歩き方編集室
宇宙一ずぼら絶品めし／だれウマ
入浴は究極の疲労回復術／早坂 信哉
耳が遠くなった？と思ったら読む本／市村 恵一
自然災害から身を守る知恵／伊藤 佳子
神社の起源と歴史／新谷 尚紀
こじらせ美術館／ナカムラ クニオ
＜藤原図書館＞

《電子図書館》
児童向け作品が多く入りました！特に伝記・文学が充
実しています。ぜひお子様とご一緒にご利用ください。

学研プラス
・伊達政宗 ・淀君
・真田幸村
・信玄と謙信
・徳川家康 ・坂本龍馬 ・西郷隆盛
・新選組
・長州ファイブ ・紫式部
・名探偵シャーロックホームズ ・宝島
・小公女セーラ ・西遊記 ・トム・ソーヤの冒険
・三銃士 ・若草物語 ・シンドバッドの冒険 他

学研教育出版
・ヤマトタケルノミコト ・源義経 ・北条時宗
・福沢諭吉 ・平賀源内 ・卑弥呼
・豊臣秀吉 ・聖徳太子 ・平清盛
他
小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
オール ミッション １ ・ ２ ／山田悠介
ビブリア古書堂の事件手帖 １～７／三上 延
バッテリー １～６／あさの あつこ
チームシリーズ ５巻／吉野 万理子

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ブランド／吉田 修一
霧をはらう／雫井 脩介
星のように離れて雨のように散った／島本 理生
白光／朝井 まかて
我が産声を聞きに／白石 一文
水たまりで息をする／高瀬 隼子
ミラーワールド／椰月 美智子
兵諌／浅田 次郎
カッコーの巣の上で／ケン・キージー
身内のよんどころない事情により／ペーター・テリン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
監視資本主義／ショシャナ・ズボフ
神社の起源と歴史／新谷 尚紀
九十歳のラブレター／加藤 秀俊
スマホで防災／宮下 由多加
「やらなきゃいけないのになんにも終わらなかった…」がなくなる本
／菅原 洋平

白髪は防げる！／辻 敦哉
志麻さんの魔法のソースレシピ／志麻
地域貢献型シェアハウス投資／仲尾 正人
天のすべりだい／スズキ コージ
海をあげる／上間 陽子

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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