
えほん・よみもの
びわ色のドッジボール／もり なつこ

そらとうみとぐうちゃんと／椎名 誠

キャベたまたんてい

ハラハラさばくの大レース／三田村 信行

くまくまパン／西村 敏雄

バスにのるひ／はせがわ さとみ

おばあさんとトラ／ヤン・ユッテ

こんなかお、できる？／ウィリアム・コール

それいがいの本
この指とどけ／村上 しいこ

ワケあり！？

なるほど語源辞典／冨樫 純一

錯視で遊ぼう／杉原 厚吉

北条 政子／野村 朋弘

ことばのおまもり／齋藤 孝

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

お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

２月

　　　…休館日

９：００～１８：００

今市図書館

図書館だより２月

「冬来たりなば春遠からじ」との言葉がありますが、なかなか
そうはいきません。むしろ２月が１番寒い月です。
１年遅れで開催された東京オリンピックに続けと、士気を高め

ている北京での冬季オリンピックも、コロナ収束もままならない
上に「外交的ボイコット」など、諸手を上げて喜べる状態ではあ
りません。「その日」をめざすアスリートの皆さんが心から喜べ
る日が訪れますように‥･。
皆さんの努力が報われ、大輪の笑顔の花が咲くといいですね。

本のリサイクル
２月１１日（金）～１３日（日）
今年度も開催いたします。
ぜひご来館ください！

※館内ではマスクの着用をお願いいたします

いろ

しい な まこと

み た むら のぶゆき

にしむら としお

ゆび むらかみ

ご げん じてん と がし じゅんいち

ほうじょう まさこ の むら ともひろ

さいとう たかし

さくし あそ すぎはら こうきち

寒さにまけるな！



日光図書館

読書会『いずみの会』会員募集中！

図 書 館 だ よ り

ちっちゃなありんこおはなし会
2月3日（木）・17日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
2月5日（土）・19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。

おはなし会

ものがたりいがい

あたらしくはいったほん

はりねずみくんのゆきだるま （はらだ よしこ）

パンダツアー （のはな はるか）

やっぱり じゃない！ （チョーヒカル）

いってきます （チィン・レン）
なかがわ り え こ

★えほん・ものがたり

す わ だ ひでき

みんなに好かれなくていい （和田 秀樹）
たの まな れき し ず かん わかさ とおる

はにわ 楽しく学べる歴史図鑑 （若狭 徹）
さいきょう せかい だいずかん なかの ふ み こ

最驚！世界のサメ大図鑑 （中野 富美子）

たんたのたんけん （中川 李枝子）
くどう じゅんこ

しんぱいなことがありすぎます！ （工藤 純子）
そら み こ こころ

空から見える、あの子の心 （シェリー・ピアソル）
ざ がっこうものがだり

パリ・オペラ座バレエ学校物語 （エリザベット・バルフェティ）

ブックランド

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 16日 です★

棚の配置が変わりました

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

お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

2月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

これまで日光図書館では、新しい本が図書館に届いてから
６か月の間は「新着資料」 の棚に配置していました。
先月１月より、「新着棚」に置くものは図書館に入ってから
２か月分に変更となり棚の面積も半分となりました。
その代わりに、これまで奥側にあった
「大活字本」と「まっぷる」などのガイドブックを
新着棚の半分に置くこととなりました。

そのほかも少しずつ移動している部分があります。
ご不明な点や何かお探しのものなどがありましたら、
お気軽にお尋ねください。

大人向けおはなし会

大人の方に向けてのおはなし会を
行います。

日時 令和4年2月27日（日）
13：30～

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）
ご参加の方は前日までに

日光図書館窓口もしくはお電話に
てお申し込みください。

感染拡大予防として、手指の消毒やマスクの着用等
ご協力をお願いいたします。

今後の情勢により、イベント等は予告なく中止させて
いただくこともあります。ご了承ください。



〈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

しゅげいぶ

わくわく手芸部１～３（ミカ）
ずけいずかん あさくらひとし

さわって学べる図形図鑑（朝倉仁）
ふかのう かのうせい ささいえりこ

不可能とは、可能性だ（笹井恵里子）

あらいひろゆき

たことさる（新井洋行）
ヴァーサス しばた

パンどろぼうvsにせパンどろぼう（柴田ケイコ）
くどう

ノラネコぐんだんラーメンやさん（工藤ノリコ）

おんな こ ほんだきゅうさく

おれは女の子だ（本田久作）
いえもりがみ

家守神１（おおぎやなぎちか）
のりまつようこ

かえるのエルのともだちになりたい!（乗松葉子）

ほかにもあるよ♪

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

お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

2月

        …休館日

９：００～１８：００

おはなしかい ２月２６日（土）

１３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絵本の読み聞かせ、

紙芝居などをおこないます♪

「もうすぐ春」をテーマに

資料を展示しています♪

中止のお知らせ

2月20日に開催する予定でした

「アロマテラピーで心も体もあたた

めよう」は新型コロナウイルスの

感染拡大を受け、中止とさせて

いただきます。



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
遺言歌／なかにし 礼
警官の道／呉 勝浩 他
偽装同盟／佐々木 譲
真夜中のマリオネット／知念 実希人
真田の兵ども／佐々木 功
泥棒は幻を見ない／赤川 次郎
誰も死なないミステリーを君に／井上 悠宇
アルファベット荘事件／北山 猛邦
*大活字シリーズ*
かばん屋の相続 上・下／池井戸 潤
硝子の葦 上・下 ／桜木 紫乃
グレイ 上・下 ／堂場 瞬一
陽炎 上・下 ／新田 次郎
憂き世店 上・下 ／宇江佐 真理
あなたがいる場所 上・下 ／沢木 耕太郎
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
家族のためのうつ病／神庭 重信
ここに立つために／原口 文仁
江戸幕府の御家人／戸森 麻衣子
「印象」の心理学／田中 知恵
モンスターにされた生き物たち／稲垣 栄洋
父がひとりで死んでいた／如月 サラ
１４歳から考えたい貧困／フィリップ Ｎ・ジェファーソン

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://www.nikko.library.ne.jp/

１月より日光市立図書館のホーム
ページＵＲＬが変わりました。

同時に図書館システムも変わり、
利用者の皆様にはご不便・ご迷惑
をおかけしているかと思いますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたし
ます。

なお、ご不明な点がございました
らスタッフまでお尋ねください。

お知らせ

今市図書館
日光図書館
藤原図書館

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ミス・パーフェクトが行く！／横関 大
女性失格／小手鞠 るい
マンモスの抜け殻／相場 英雄
御坊日々／畠中 恵
山亭ミアキス／古内 一絵
黄金旅程／馳 星周
滅私／羽田 圭介
打ちのめされた心は／フランソワーズ・サガン
鴨川ランナー／グレゴリー・ケズナジャット
一ノ瀬ユウナが浮いている／乙一
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
絶滅危惧動作図鑑／藪本 晶子
知識ゼロでも楽しく読める！心理学／齊藤 勇
一冊でわかる江戸時代／大石 学
性的マイノリティサポートブック／共生会ＳＨＯＷＡ
おうちメンタルケア入門／ベスリクリニック
いまさら聞けない箸の持ち方レッスン／中原 麻衣子
東京ディズニーシ―完全ガイド2022-2023／講談社
超絶リアルな色鉛筆画のテクニック／ここまる
偉人たちのポジティブ名言で学ぶ英語表現／小池 直己
一人でぽつんと生きればいい／曽野 綾子

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
怖い家／エドガー・アラン・ポー （他）
愚かな薔薇／恩田 陸
警官の道／呉 勝浩 （他）
真夜中のマリオネット／知念 実希人
遺言歌／なかにし 礼
十津川警部特急リバティ会津111号のアリバイ／西村京太郎
世界の美しさを思い知れ／額賀 澪
もしも徳川家康が総理大臣になったら／眞邊 明人
きりきり舞いのさようなら／諸田 玲子
緑の天幕／リュドミラ・ウリツカヤ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
米澤屋書店／米澤 穂信
北条氏の時代／本郷 和人
膠着するシリア／青山 弘之
株価チャート大全／戸松 信博
グリムドイツ伝説集／グリム兄弟
ひとりほぐし／崎田 ミナ
英国建築の解剖図鑑／マシュー・ライス
おいしいコーヒーのはじめ方／山本 知子
考えて、考えて、考える／丹羽 宇一郎
カキナーレ：若者の本音ノートを読む／深谷 純一


