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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

１月

　　　…休館日

今市図書館

図書館だより
新年明けましておめでとうございます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。

2022年

１月

昨年も、「コロナ」に始まり「コロナ」で終わった１年でした。マスクを
せず歩いたのは何年前のことでしょうか・・・

少し希望が見え、日光の街並みも観光客の賑やかな声が戻ってきま
した。少しずつですが前に進んでいる気もしますが、まだまだ穏やかで
はないニュースが飛び込んだり・・と手放しで喜んでもいられません。
マスクなしで、堂々と歩ける日が一日も早く訪れてほしいものです。
今年こそは、皆様にとって良い1年でありますように。

毎年恒例になっている「本の福袋」。
今年も様々なジャンルの
本が詰まっています！！
普段は手に取らないような
ジャンルに手を伸ばして

みてはいかがでしょう

それいがいの本

たことさる／新井 洋行

クリスマスべんとう／木坂 涼

おいものもーさん／岡田 よしたか

動物探偵ミア【１１】／ダイアナ・キンプトン

ねこのおひめさま／グリム

うさぎちゃんスキーへいく／せな けいこ

パンどろぼうとなぞのフランスパン

／柴田 ケイコ

えほん・よみもの

鎌倉の姫将軍北条政子／こぐれ 京

もっとくらべる図鑑／加藤 由子

不可能とは、可能性だ／笹井 恵里子

わくわく手芸部 【１】～【３】／ミカ

楽しく遊ぶ学ぶふしぎの図鑑／白數 哲久

はじめての日本のれきしえほん

／溝口 イタル

あらい ひろゆき

おかだ

しゅげいぶ

きさか りょう

どうぶつたんてい

しばた

たの あそ まな ずかん しらす てつひさ

にほん

みぞぐち

ふ か のう かのうせい ささい え り こ

ずかん か とう よしこ

かまくら ひめしょうぐん ほうじょうまさこ きょう



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
1月20日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
1月15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

えきべんとふうけい （マメイケダ）
ほりうち せいいち

ちちんぷいぷい （堀内 誠一）

とうみんホテルグッスリドーゾ （かめおか あきこ）

りすのおふろやさん （たなか しん）
きょうかい なかしま くう

★えほん・ものがたり

か がく めいさく

ロウソクの科学：まんがで名作 （マイケル・ファラデー）
びょういん さとう あきひろ

病院のウラガワ （佐藤 昭裕）
まほう ほんとう はなし て る こ

まるで魔法のような本当の話 （TERUKO）

境界のポラリス （中島 空）
さか うえ や おざき みき

坂の上のパン屋さん （尾崎 美紀）
ともり

ジャノメ （戸森 しるこ）

チョコレートタッチ （パトリック・スキーン・キャトリング）

ブックランド

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・柳原 一興 先生

2022年1月23日（日） 13時30分～
日光公民館２階視聴覚室 定員20名 先着順
お申し込みは 1月22日（土）までに
日光図書館カウンターもしくはお電話にて
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。

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 19日 です★

開館時間

日 月 火 水 木 金 土
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30 31

日光図書館カレンダー

1月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

旧年中は日光図書館をご利用くださりありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

日光歴史講座
日光市立図書館の
ホームページが変わりました。
変更にともないホームページアドレス
（URL）も変更になっていますので、
ご注意ください。
日光市のサイトの生涯学習課の
ページより入ることもできます。

ご不明な点はスタッフに
おたずねください。

新しくなった日光市立図書館を
どうぞよろしくお願いいたします。



開館時間

日 月 火 水 木 金 土
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

１月

        …休館日

９：００～１８：００

〈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

クリコ（シゲタサヤカ）
かまたあゆみ

うちのくるまはバン!!（鎌田歩）
まちだなおこ

わたしのマントはぼうしつき（町田尚子）

ふじまちこ

まじょのナニーさん８（藤真知子）
ぐ

どんぐり喰い（エルス・ペルフロム）

チョコレートタッチ（パトリック・スキーン・キャトリング）

ほかにもあるよ♪

だいとうりょう だいじてん せきしんこう

大統領の大事典（関眞興）
かんさつ よる ちょうぶんしゃ

観察!いきものたちの夜のすがた１（汐文社）
いま ぶんか せいかつ こううんしゃ

はじまりはいつ？今につながるくらしと文化 生活（幸運社）

「ほんのおみくじ」

引いてみてのおたのしみI?

昨年中は藤原図書館を

ご利用いただき

ありがとう

ございました

今年もどうぞよろしく

お願いいたします

「成人・卒業 新たな一歩を

踏み出す方へ」に関する本を

展示しています♪

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☆

１月２２日（土）１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
吾妻おもかげ／梶 よう子
ひとり旅日和 【３】／秋川 滝美
パパララレレルル／最果 タヒ
ロミオとジュリエットと三人の魔女／門井 慶喜
探偵少女アリサの事件簿 【３】／東川 篤哉
ブラックガード／木内 一裕
かすてぼうろ／武川 佑
黄金の刻（とき）／楡 周平
新しい星／彩瀬 まる
婚活食堂 【６】／山口 恵以子
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ヤングケアラー／毎日新聞取材班
天声人語 ２０２１秋／朝日新聞論説委員室
青天を衝け 完結編／大森 美香
記憶に残る廃村旅／浅原 昭生
鎌倉殿と執権北条氏の歴史／福田 智弘
官邸の暴走／古賀 茂明
はじめての犬ごはんの教科書／俵森 朋子
６０代からの鎌田式ズボラ筋トレ／鎌田 實
魔法のおうちごはん／あおい
東京２０２０オリンピック公式記録集／ＫＡＤＯＫＡＷＡ

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/

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。

電子図書館
今回は趣味の本を集めてみました

～寒い冬、「おうち時間」を楽しんでみませんか～

・夜の絶景写真 星空風景編／沼澤 茂美

・へたっぴさんのためのお絵描き入門／森永 みぐ

・ちびまる子ちゃんイラストレッスン／さくら ももこ

・はじめよう親子登山／戸高 雅史

・中高年に贈るラクラク登山術／石丸 哲也

・めざせ初段 詰碁基本問題集／囲碁編集部

・宝塚観劇ガイド 100周年記念版／宝塚歌劇愛好会

・ビートルズ語辞典／藤本 国彦

・きちんと身につく着かたの教科書／木下着物研究所

・すごすぎる天気の図鑑／荒木 健太郎

・続かないあなたのためのやせる５秒筋トレ／松井 薫

・ユリ式筋トレ／安井 友梨

・脳を鍛えるブロックおりがみ／大原 まゆみ

・わが家の家計大掃除／Ａｌｌ Ａｂｏｕｔ編集部

・サザエさんの東京物語／長谷川 洋子

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
現代生活独習ノート／津村 記久子
ミチクサ先生 上・下／伊集院 静
神曲／川村 元気
熔果／黒川 博行
夜叉の都／伊東 潤
李王家の縁談／林 真理子
ロミオとジュリエットと三人の魔女／門井 慶喜
吾妻おもかげ／梶 よう子
新しい星／彩瀬 まる
円／劉 慈欣
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた＋隠しかた／伊勢田 篤史

パラドックス大図鑑／高橋 昌一郎
鉄道廃線トンネルの世界／花田 欣也
特別支援が必要な子どもの進路の話／山内 康彦
４０歳からの予防医学／森 勇磨
基本調味料で作る体にいい作りおき／齋藤 菜々子
旨い駅そば大百科／「旅と鉄道」編集部
国産アボカド栽培入門／東 愛理
かんたんかわいいちぎり絵ＢＯＯＫ／ウメチギリ
芭蕉の風景 上・下／小澤 實

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
赤と青とエスキース／青山 美智子
新しい星／彩瀬 まる
おはようおかえり／近藤 史恵
底惚れ／青山 文平
現代生活独習ノート／津村 記久子
ミチクサ先生 上下／伊集院 静
ミニシアターの六人／小野寺 史宜
夜叉の都／伊東 潤
熔果／黒川 博行
ガラスの顔／フランシス・ハーディング
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
100万回死んだねこ／福井県立図書館
動物キャラナビ決定版／弦本 將裕
六波羅探題／森 幸夫
アフガニスタン史／前田 耕作
いちばん探しの世界旅／吉田 友和
サステナブル・ファイナンス／太田 康夫
今日の3時にまにあうおやつ／婦人之友社
ポップス歌手の耐えられない軽さ／桑田 佳祐
こんな世の中で生きていくしかないなら／りゅうちぇる
妄想浪費／小山 薫堂


