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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー
開館時間　９：00～18：00

１０月

               … 休館日

１０月１日より

午後６時閉館となっております。

８月の暑さから一転、９月の始まりは雨続きと肌寒さで「一気に秋に」と寂しく

なりましたが、今年の山々はどんな景色を見せてくれるでしょうか？

昨年と変わらない現実に「また今年もか」と悲嘆にくれるのは、紅葉を待ち望む

人々だけでなく、彼らをもてなし「最高の景色を楽しむ」お手伝いをする地元の方

々にとっても同様です。日本中、世界中で今なお大変な思いをされている多くの方

々、そして、変わらず歩み続ける医療従事者の方々に安息の日が訪れるよう、一人

一人が出来る事を今一度考えなくてはならないと思います。

８月２４日からの臨時休館におきましては、

皆様にご不便・ご迷惑をおかけいたしました。

しかし未だ、コロナが収まったわけではありません。

引き続き、マスクの着用・手指の消毒等

ご協力をお願いいたします。また、

館内のご利用は、なるべく短時間で

済まされますようお願いいたします。

えほん・よみもの
すずりくん／青柳 貴史

アニマルバスとくものうえ／あさの ますみ

くまがうえにのぼったら／アヤ井 アキコ

都会のトム＆ソーヤ【１８】／はやみね かおる

都市伝説探偵セツナ／都市伝説探偵事務所

それいがいの本
神話最強王図鑑／健部 伸明

ジェンナー／十常 アキ

木はおどろきでいっぱい／ニコラ・デイビス

わくわく子ども俳句スクール【１】【２】【３】

／おおぎやなぎ ちか

かみしばい
おおあめ、ゆだんしないで！／キム・ファン

ウイルスにまけないぞ！／津田 真一

あついひのおばけさん／苅田 澄子

あ、あぶない！／すとう あさえ

しん わ さいきょうおう ずかん たけるべ のぶあき

い

ほん

と し でんせつ たんてい と し でんせつ たんてい じ む しょ

ま ち アンド

あおやぎ たか し

じゅうじょう

き

こ はい く

かん だ すみこ

つ だ しんいち

ブックランド



あたらしくはいったほん

★スパーキーとスパイク（ダン・アンドレイアセン)
つき よしだ ひさのり

★ふしぎな月(吉田 尚令)

★じはんきくん(おおい じゅんこ)

★おかあさんごめんなさい（みやにし たつや）
こばやし こ

★おつきさまはどこいった？（小林 ゆき子）
まんようこい

万葉恋ばな（みずの まい）
かどの えいこ

おばけのソッチぞびぞびどうぶつえん（角野 栄子）
ゆめ み

わたしは夢を見つづける（ジャクリーン・ウッドソン）

（

★えほん・ものがたり

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
2021年10月号図 書 館 だ よ り

ものがたりいがい

るるぶあそんでおぼえるおでかけマナー（しみずだいすけ）
た まなぶ せかいし ひらが みどり

食べものから学ぶ世界史（平賀 緑）
せき しんたろう

はっけん!オオサンショウウオ （関 慎太郎）
このほかにもいろいろあるよ！

ブックランド
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日光図書館カレンダー

10月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

特別整理期間のお知らせ

本のリサイクルを行います
期間：10月16日（土）

～31日（日）
時間：9：00～18：00
日光図書館内にて

一般書 ・児童書・絵本・雑誌などの

リサイクル品を、ご自由にお持ち帰りい
ただけます。

掘り出し物が見つかるかも？

ちっちゃなありんこおはなし会
10月7日（木）・10月21日(木)

10：30～
ありんこおはなし会

10月2日（土）・10月16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

お申し込みください（連絡先：53-5777）
検温・消毒等のご協力をお願いします。

新着CDが入りました！

♪BTS, THE BEST／ＢＴＳ

♪ＳＯＵＲ／オリヴィア・ロドリゴ

♪Happier Than Ever／ビリー・アイリッシュ

♪美しくすごすYOGAﾍﾞｽﾄ30／RELAX WORLD

♪ハラミ定食 DX／ハラミちゃん
♪春・夏・秋・冬 ぐるっと どうようベスト70

この他にも色々あります(^-^)



〈えほん〉

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉

しょくぶつさいきょうずかん たなかおさむ

すごい植物最強図鑑（田中修）
あお ひか あべひでき

ホタルイカは青く光る（阿部秀樹）
てづく けっさくしゅう

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集
（きむらゆういち）

て さわ

かずさんの手（佐和みずえ）
しょうじょたんていつきはらみおん よこやまけい

少女探偵月原美音３（横山佳）
かいじょけん やまぐちさとし

介助犬チェリーのパピーウォーカー（山口理）

あたらしくはいったほん
ほかにもあるよ♪
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

１０月

        …休館日

９：００～１８：００

１０月１９日（火）～２３日（土）

特別整理期間のお知らせ

蔵書点検のため、休館させていただきます。
休館中、図書・雑誌は返却ポストへお返しいだけ
ますが、ＣＤ・カセット・ＤＶＤ・ビデオ・紙芝居は
破損のおそれがありますので、図書館の開館中
にカウンターまでご返却をお願いいたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和３年度

『古文書を読む（宇都宮藩領・
藤原四ケ村）ほか』

講 師 大塚 建一郎 先生
日 時 １０月１７日（日）

午後１時３０分～３時３０分
場 所 藤原図書館 ２階 視聴覚室
受 講 料 無料
定 員 １５名（先着順）
申込期間 １０月１日（金）～

日光歴史講座

※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☆

２３日の「おはなしかい」は

蔵書点検のためお休みします

１０月６日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい

１０月のイベント

なかがわがく

すずりくん（中川学）
いわ

エリンとまっくろ岩のひみつ
（ジョー・トッド=スタントン）

むかしむかしあるところに子ヤギが
（エリック・バークレー）



≪電子図書館≫

行楽には最高の季節ですが、なかなか思うよう
にいきません。「おうち時間」に、ＰＣやスマホで
名所や世界遺産の数々を巡ってみませんか？

*** るるぶシリーズ ***

・日光那須 ・栃木 ・京都 ・鎌倉

・北海道 ・東京 ・金沢能登温泉郷

・大阪 ・伊豆 ・山陽山陰ベスト

・仙台松島宮城 ・九州 ・沖縄

・四国 ・新潟佐渡 ・滋賀びわ湖

・伊勢志摩 ・岩手 ・山梨 ・愛知

・こどもとあそぼ！（首都圏）（関西）（九州）

・ペットとおでかけ ・ドライブ関東

・にっぽんの博物館

・にっぽんの動物園

・にっぽんの水族館

他にも多数そろっております！ぜひ、全国各地の
風景写真や情報、名産などを「ご自宅」でお楽しみ
頂けたらと思います。

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。

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/

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
川のほとりで羽化するぼくら／彩瀬まる
幻月と探偵／伊吹 亜門
熱風団地／大沢 在昌
聖刻／堂場 瞬一
オーラの発表会／綿矢 りさ
逆玉に明日はない／楡 周平
慶喜の本心／植松 三十里
隠れの子／小路 幸也
のっとり藤兵衛／鳥羽 亮
怪談火だるま乙女／郷内 心瞳
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
とちぎ歴史をあるく／影山 博
天声人語 ２０２１夏／朝日新聞論説委員室
海を渡った母子手帳／中村 安秀
わたしのなつかしい一冊／池澤 夏樹
ミュージアムグッズのチカラ／大澤 夏美
果てしなき石ノ森章太郎／ヤマザキ マリ
哲さんの声が聞こえる／加藤 登紀子
全国「合戦印」徹底ガイド／小和田 哲男
親鸞を生きる／ひろ さちや
おぼえていても、いなくても／蛭子 能収

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
川のほとりで羽化するぼくら／彩瀬 まる
熱風団地／大沢 在昌
ゴースト・ポリス・ストーリー／横関 大
推理大戦／似鳥 鶏
聖刻／堂場 瞬一
オーラの発表会／綿矢 りさ
邯鄲の島遙かなり 上／貫井 徳郎
地中の星／門井 慶喜
帆神／玉岡 かおる
ＴＯＫＹＯ ＲＥＤＵＸ／デイヴィッド・ピース
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
“ひとり出版社”という働きかた／西山 雅子
御朱印でめぐる全国の聖地／地球の歩き方編集室
渋沢栄一伝／井上 潤
資格取り方選び方全ガイド ２０２３年版／高橋書店編集部
カラダに効く！タンパク質まるわかりＢＯＯＫ／藤田 聡
快適な住まいの間取りと実例集／秋元 幾美
バス趣味入門／加藤 佳一
これでおしまい／篠田 桃紅
定年後の作法／林 望
夫が倒れた献身プレイが始まった／野田 敦子

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
一千一ギガ物語／藤井 青銅
星天の兄弟／菅野 雪虫
透明な螺旋／東野 圭吾
骨を引き上げろ／ジェスミン・ウォード
アフター・サイレンス／本多 孝好
ガラスの海を渡る舟／寺地 はるな
猫弁と鉄の女／大山 淳子
変な家／雨穴
おまえなんかに会いたくない／乾 ルカ
ばにらさま／山本 文緒
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
名画たちのホンネ／とに～
フランス革命の女たち／池田 理代子
１０代のための読書地図／本の雑誌編集部
いくつになっても恥をかける人になる／中川 諒
朝までぐっすり!夜中のトイレに起きない方法／平澤清一
こびとの世界／Mozu
最新の国際基準で見わける雲の図鑑／岩槻 秀明
お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作／はるきる
礼とは何か／桃崎 有一郎
これだけは見ておきたい世界のお墓１９９選／

ローレン・ローズ

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

