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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

12月

　　　…休館日

９：００～１８：００

システム入れ替えのため

１２/２９～１／１０まで
休館とさせて頂きます。
返却本はブックポストをご利用ください。
なお、視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど）・紙芝居

・大型絵本・日光市以外の図書館からの借り受け
資料は、開館日に直接窓口にてご返却ください。

ご協力お願いいたします。

人々の様々な想いを残し、２０２１年も過ぎ去ろうとしています。
世界が一変し、賛否両論のまま開催されたオリンピック。そして国を挙げて
喜ぶはずの皇室の慶事すら１８０度変わっていきました。

少し前の日常からは考えられない事ばかりが起きて、それがこれからの「普通」となっていくのでし
ょうか？良い方に変わっていくもの。そうでないもの、この先一体どんなことが「普通」となっていくの
か想像もつきません。
普通でいられることが一番素晴らしいと思えるような世の中であってほしいと思います。

えほん・よみもの
おちばのほん／いわさ ゆうこ

ポーチとノート／こまつ あやこ

レッツキャンプ／いとう みく

おかあさんありがとう／柴田 理恵

みかんオレンジ／柏原 晃夫

キャプテン 高校野球編【２】

／ちば あきお

それいがいの本

山火事のサバイバル2／ボドアルチング

「はやぶさ２」のはるかな旅／的川 泰宣

動物愛護ってなに？／浅川 千尋

京都まるごと図鑑／塩原 直美

ブックランド

しばた り え

かしばら あきお

こうこうやきゅうへん

やま か じ

どうぶつあいご あさかわ ちひろ

きょうと ずかん しおばら なおみ

たび まとがわ やすのり

本年も今市図書館をご利用頂きまして本当にありがとうございました。
これからも引き続きよろしくお願い致します。



日光図書館

読書会『いずみの会』会員募集中！

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 31

お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

12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
12月２日（木）・12月16日（木）

10：30～
ありんこおはなし会
12月４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。

ものがたりいがい

あたらしくはいったほん
アッコトト

★いただきまーす （ａｃｃｏｔｏｔｏ）
シミズ

★よくみると… （ｓｈｉｍｉｚｕ）

★コールテンくんのクリスマス （ジョディ―・ウィーラ―）
やまもと なおひろ

★そらをとびたい （山本 直洋）

★えほん・ものがたり

こてん へいあんじだい まえかわ かよ

古典がおいしい!平安時代のスイーツ （前川 佳代）
み もりもと きえ

カワネズミを見てみたい！ （森本 祈恵）
あな み いしかわ まさと

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの？（石川 幹人）

クリスマス・ピッグ （Ｊ．Ｋ．ローリング）
ぶんごうちゅうがくせいにっき こでまり

文豪中学生日記 （小手鞠 るい）
ふんご いがい けつまつ キュー ももと

5分後に意外な結末Ｑ （桃戸 ハル）
しんじゅ

なないろどうわ （真珠 まりこ）

ブックランド

あかちゃん向け
1部 10：30～
2部 11：05～

12月18日（土） 日光図書館 おやこどくしょしつ で
クリスマスおはなし会を行います。

各回予約申込制で順にご案内いたします。
えほんの読みきかせや手あそびなどで、楽しい時間をすごしましょう！

幼児～大人向け
1部 14：00～
2部 14：35～

※受付期間 ～12月17日（金） 16時まで
当日の検温や消毒、マスクの着用等、
ご協力をおねがいいたします。

2021年もあとわずかとなりました。感染症に
留意しつつ、よいお年をお迎えください。

ありんこクリスマスおはなし会

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又は
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

★今月は 15日 です★

※年末年始および図書システム入れ替えのため臨時休館

2021年12月29日（水）～ 2022年 1月10日（月）



〈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

てじな

すぐにできる手品（ナポレオンズ）
やさい おし あき ふゆへん ぐんようしゃ

野菜の教え 秋・冬編（群羊社）
た はっとりえいようりょうりけんきゅうかい

すがたをかえる食べもの１～４（服部栄養料理研究会）

おちばのほん（いわさゆうこ）

ジュリアンはマーメイド（ジェシカ・ラブ）

カラーモンスターがっこうへいく（アナ・レナス）

しんじゅ

なないろどうわ（真珠まりこ）

ポーチとノート（こまつあやこ）
くろかわゆうこ

となりのアブダラくん（黒川裕子）

ほかにもあるよ♪

幼児おはなしかい １２月１日（水）１０時３０分～
１階 親子読書室

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♪

おはなしかい

日 時 １２月２５日（土）
１３時３０分～１４時３０分
２階視聴覚室

読み聞かせボランティアピンコロさん
によるクリスマス会です♪

楽しい催し物が盛りだくさんです♪

クリスマスプレゼントもあるよ！
ぜひ、ご参加ください☆

１２月２５日（土）の「おはなしかい」は
「クリスマスかい」になります♪

定 員 １５名（先着順）
費 用 無料
申 込 藤原図書館 窓口またはお電話

ＴＥＬ ７６－１２０３

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

12月

        …休館日

９：００～１８：００

新着ＤＶＤ入荷しました！

（日本映画）▪朝が来る ▪ﾌｰﾄﾞ･ﾗｯｸ!
▪461個のおべんとう▪私をくいとめて
▪名も無き世界のｴﾝﾄﾞﾛｰﾙ

（外国映画）▪新感染半島▪ﾐｯｼｮﾝ･ﾏﾝｶﾞﾙ
▪映画ﾄﾑとｼﾞｪﾘｰ
▪天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞを２

（アニメ）▪ﾌｧｰｻﾞｰ･ｸﾘｽﾏｽ▪２分の１の魔法
▪はらぺこあおむし▪ﾗｰﾔと龍の王国
▪あらいぐまﾗｽｶﾙ
▪ﾄﾛｰﾙｽﾞﾞ ﾐｭｰｼﾞｯｸ★ﾊﾟﾜｰ

（児童教養）▪ﾉﾝﾀﾝうたおう!ｸﾘｽﾏｽ
▪しまじろう ともだちだいすき傑作選

（一般教養） ▪荒野に希望の灯りをともす
（演芸）▪となりのｼﾑﾗ２

新着ＣＤ入荷しました！
○HOPE（清水翔太） ○COMPLEX（ｸﾘｽ･ﾊｰﾄ）
○Editorial（Official髭男dism）
○ﾂｲｽ島＆ｼｬｳ島（ﾕﾆｺｰﾝ）
○Re:Sence(King&Prince) ○Star Made(ｺﾌﾞｸﾛ)
○the meaning of life(yama) ○Sing;est(森内寛樹)
○GoiNG TO DESTRUCTiON(DiSH) 
○2nd STEP（つばきﾌｧｸﾄﾘｰ)
○真田ﾅｵｷの世界（真田ﾅｵｷ）
○松本隆作詞活動50周年ﾄﾘﾋﾞｭｰﾄｱﾙﾊﾞﾑ「風街に連れ
てって！」(ｳﾞｧﾘｱｽｱｰﾃｨｽﾄ)

○青春の輝き～ﾍﾞｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ(ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ)
○Perfect World(TWICE) ○THE ALBUM(BLACK PINK)
○HAPPYｷｯﾁﾝ(TSUKEMEN) ○ﾗｽﾄ･ｿﾛ(菊地雅章)
○おうちｷｬﾝﾌﾟ～ｽﾃｲ･ﾎｰﾑ･ｱｳﾄﾄﾞｱ(黒田英明)
○あつまれどうぶつの森 ｵﾘｼﾞﾅﾙｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸBGM集
○NHKみんなのうた60ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ･ﾍﾞｽﾄ～ｱｲｽｸﾘｰﾑと歌
○機界戦隊ｾﾞﾝｶｲｼﾞｬｰ ｵﾘｼﾞﾅﾙｻｳﾝﾄﾞﾄﾗｯｸ･ｻｳﾝﾄﾞｷﾞｱ1



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
失われた岬／篠田 節子
ミルクとコロナ／白岩 玄
らんたん／柚木 麻子
幻の旗の下に／堂場 瞬一
宿命（リベンジ）／石原 慎太郎
陰の人／佐伯 泰英
ここに物語が／梨木 香歩
ぼくらはアン／伊兼 源太郎
黙約のメス／本城 雅人
レインメーカー／真山 仁
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ご機嫌剛爺／逢坂 剛
事件でなければ動けません／古野 まほろ
日本酒完全バイブル／八田 信江
進め！僕の姉ちゃん／益田 ミリ
サブスクリプションの教科書／佐藤 剛
戸籍のことならこの１冊／石原 豊昭
美しいお経／瀬戸内 寂聴
家族と自分を感染症から守る本／岡田 晴恵
筒美京平／近田 春夫
鉄道史の仁義なき闘い／所澤 秀樹

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/

12月28日（火）18：00
～1月11日（火）9：00まで

図書館ホームページの閲覧および
インターネットからの予約・蔵書検索が
出来ません。
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。
（登録が必要になります。
詳しくは窓口でお尋ねください。）

電子図書館はこちらから

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
砂に埋もれる犬／桐野 夏生
あかずの扉の鍵貸します／谷 瑞恵
コロナ狂騒録／海堂 尊
星を掬う／町田 そのこ
ムショぼけ／沖田 臥竜
夜が明ける／西 加奈子
真・慶安太平記／真保 裕一
波風露草玉手箱／日和 聡子
ヴィネガー・ガール／アン・タイラー
ヨルガオ殺人事件 上・下／アンソニー・ホロヴィッツ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
寅を描く／水墨画塾編集部
「おうちパワースポット」のつくり方／小林 祥晃
約束してくれないか、父さん／ジョー・バイデン
皇帝と皇后から見る中国の歴史／菊池 昌彦
日本アニメ史入門／アニメの旅人
コロナの世界を照らす50のやさしい物語／片野 優
娘の遺体は凍っていた／文春オンライン特集班
笠原将弘のまかないみたいな自宅飯／笠原 将弘
おふたりさま夫婦、老活はじめました。／堀田 あきお
作業が一瞬で片付くPython自動化仕事術／永井 雅明

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
失われた岬／篠田 節子
闇祓／辻村 深月
レインメーカー／真山 仁
死にふさわしい罪／藤本 ひとみ
真・慶安太平記／真保 裕一
塞王の楯／今村 翔吾
幻の旗の下に／堂場 瞬一
らんたん／柚木 麻子
嗤う淑女二人／中山 七里
夜の声／スティーヴン・ミルハウザー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
女性皇族の結婚とは何か／工藤 美代子
歴史の鑑定人／ネイサン・ラーブ
知識ゼロからの空き家対策／杉谷 範子
スマホ脳／アンデシュ・ハンセン
子育ての基本お口を育てよう！／中村 武仁
インテリア＆収納１０のルール／瀧本 真奈美
暴風雨の雨水侵入から建物を守る本／大塚 義久
写真図解でわかるチェーンソーの使い方／石垣 正喜
今さら聞けない有機肥料の話きほんのき／農文協
釣り糸の結び「完全」トリセツ／つり人社書籍編集部

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

