
湯元・中禅寺、そして湯西川から徐々に色づいた紅葉は、

鮮やかなモザイク模様を広げながら、あっという間に山々を駆け下りて
きました。

人の手を入れなくても色づき、一年間待ちわびた人を楽しませ、一瞬に
して去っていく、その見事なまでの散り際は春の桜同様、自然の凄さを
感じます。

また来年、色づく山々を見る頃は、多くの人々で賑わうことが出来るの
でしょうか？少しずつ希望の光が見えているとは思いますが、１年先に
更なる希望を持っていたいと思います。

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

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

11月

　　　…休館日

おさるのゆめ／いとうひろし

ふしぎ駄菓子屋銭天堂16／廣嶋 玲子

ながれぼしのランドセル／光丘 真理

おばけガムをたべちゃった！

／むらい かよ

がまおじさんのやま／森 環

こども仏教／枡野 俊明

小早川秀秋／加来 耕三

ちゃんと知りたい「がん」のこと ３

／保坂 隆

オールカラー楽しく覚える！都道府県

／長谷川 康男

ほかにもたくさんあるよ！！

だ が し や ぜにてんどう ひろしま れい こ

ぶっきょう ますの しゅんみょう

こ ばやかわ ひであき か く こう ぞう

ほ さか たかし

たの おぼ と どう ふ けん

は せ がわ やす お

し

もり たまき

みつおか ま り

秋の夜長、いろいろなジャンルの
本に挑戦してみてはいかがでしょう？

普段とは違った分野に、新しい発見
や驚きがあるかもしれません！

ぜひ、「いつもと違う一冊」を
手にしてみてください。

読書週間



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

図 書 館 だ よ り

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

お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

11月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

ちっちゃなありんこおはなし会
11月４日（木）・11月18日（木）

10：30～
ありんこおはなし会

11月６日（土）・11月20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。また、 検温・消毒等の

ご協力をお願いします。

ものがたりいがい

あたらしくはいったほん
しばた

★カピバラのだるまさんがころんだ（柴田 ケイコ）
はやし かおり

★おやすみなさいおばけのちーちゃん （林 佳里）
なかがわ がく

★すずりくん （中川 学）

★えほん・ものがたり

ゆめ ずかん

夢のねだん図鑑（ライブ）
す や ちょうせん いで るみ

捨てないパン屋の挑戦（井出 留美）

きのこのこのこふしぎのこ（ひさかたチャイルド）
このほかにもいろいろあるよ！

ちま ちま

★みつ （timatima）
ねこ うんめい ほうせき

めしつかい猫と運命の宝石（あんびる やすこ）
あお

青いつばさ（シェフ・アールツ）
ぼし ぶ

３ツ星シェフ部！（よしもと こゆき）

ブックランド

★資料はみんなのものです。大切に
扱いましょう。

★返却期限を守りましょう。

★図書館の資料を紛失・破損した場
合は、現物弁償していただくことも
ございます。

★図書館で貸出しているＤＶＤは一般
的に販売されているＤＶＤとは流通
経路が異なり通常価格より大変高
額となっております。

お取り扱いにご注意ください

図書館からのお願い

※3日は電気点検のため臨時休館いたします

こんにちは。日光図書館です。
文化の日を中心とした
１０月２７日～１１月９日の
２週間は「読書週間」です。
日光図書館ではこの行事に
ちなんでおすすめの小説
などを厳選し、特設コーナー
を設けました。ぜひご覧ください。



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

お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

11月

        …休館日

９：００～１８：００

第７５回 読書週間
標語「最後の頁を閉じた違う私がいた」

１１月８日（月）まで展示しています

〈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

しらべるちがいのずかん（おかべたかし）
せかい すずきえみる

ずかん世界のくつ・はきもの（鈴木絵美留）
みやざわ

マグカップでまぜるだけふわふわケーキ（宮沢うらら）

みんなおやすみ（かきもとこうぞう）

アパートのひとたち（ハマダミノル）

おさるのジョージうんどうかいにでる（Ｍ．レイ）

たいいく むらなかりい

体育がある（村中李衣）
しょうせつ くぼ

小説となりのトトロ（久保つぎこ）
ひのゆうき

ライブラリー・ツインズ（日野祐希）

ほかにもあるよ♪

手と手で話そう、はじめての手話



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。）

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
居酒屋「一服亭」の四季／東川 篤哉
伊豆箱根殺人回廊／西村 京太郎
あのころなにしてた？／綿矢 りさ
定形外郵便／堀江 敏幸
ペッパーズ・ゴースト／伊坂 幸太郎
トリカゴ／辻堂 ゆめ
輝山／澤田 瞳子
子供は怖い夢を見る／宇佐美 まこと
すべての神様の十月 ２／小路 幸也
更年期障害だと思ってたら重病だった話／村井 理子
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
２０３０未来への分岐点 １／ＮＨＫスペシャル取材班
懐かしくて新しい「銭湯学」／町田 忍
世の中は期待値でできている／鍵本 聡
日本中世史最大の謎！鎌倉１３人衆の真実／本郷 和人
２０２２年日本は大復活する！／ケント・ギルバート
超シルバー川柳 毎日が宝もの編／みやぎシルバーネット
腸活オートミール弁当／工藤 あき
刑務所の精神科医／野村 俊明
逆境を活かす店消える店／竹内 謙礼
運命の将軍徳川慶喜／星 亮一

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/

日光市立図書館はシステム入替のため

令和3年12月29日（水）
～令和4年1月10日（月）
（藤原図書館は11日（火）まで）

休館となります。
また、図書館ホームページも

12月28日（火）18：00
～1月11日（火）9：00まで

ご利用を停止させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程よろし
くお願いいたします。

なお、電子図書館は通常どおり
ご利用いただけます。登録されて
いる方はこちらからご利用ください。

システム入替にともなう
休館のお知らせ

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
本が紡いだ五つの奇跡／森沢 明夫
かぞえきれない星の、その次の星／重松 清
涅槃 上・下／垣根 涼介
居酒屋「一服亭」の四季／東川 篤哉
輝山／澤田 瞳子
邯鄲の島遙かなり 中／貫井 徳郎
だれも死なない日／ジョゼ・サラマーゴ
翼の翼／朝比奈 あすか
追憶の烏／阿部 智里
魔の山／ジェフリー・ディーヴァー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ジャパニメーションの成熟と喪失／杉田 俊介
痛風の朝／キン マサタカ
書く習慣／いしかわ ゆき
ホロコースト最年少生存者たち／レベッカ・クリフォード
神社語辞典／本村 のり子
私は私のままで生きることにした／キム スヒョン
差別はたいてい悪意のない人がする／キム ジヘ
知られざる古墳ライフ／譽田 亜紀子
「給与明細」のカラクリ／梅田 泰宏
もらえる年金が本当にわかる本’21～’22年版／

下山 智恵子

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
民王／池井戸 潤
カミサマはそういない／深緑 野分
ブルースＲｅｄ／桜木 紫乃
子供は怖い夢を見る／宇佐美 まこと
居酒屋「一服亭」の四季／東川 篤哉
死物語 上・下／西尾 維新
教場Ｘ－刑事指導官・風間公親－／長岡 弘樹
零から０へ／まはら 三桃
魔の山／ジェフリー・ディーヴァー
春どきのフレッド伯父さん／Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
夢を見るとき脳は／アントニオ・ザドラ
保育ひろがる部屋飾り＆壁面２／世界文化ワンダークリエイト
ことばの遅れが気になるなら／古荘 純一
いまどきの「ドイツ」と「日本」／マライ・メントライン
漢方薬／櫻井 大典
チーズのケーキ３４／高橋 教子
フードコーディネーターの仕事／久保木 薫
とちぎ白球賛歌甲子園への軌跡２０２１／下野新聞社
どうぶつ英語フレーズ大集合！／河本 望
あのころなにしてた?／綿矢 りさ

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

