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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

3月

　　　…休館日

９：００～１８：００

まだまだ寒い日が続きますが、それでも確実に季節は「春」へ一歩ずつ進んでいます。

朝夕の日が長くなって、晴れた日の日差しにホッとします。また、庭の水仙の球根が地面

から顔を出し、ちゃんと季節の訪れがわかっているんだなあと嬉しくなると同時に、植物の

逞しさを感じます。

昨今の大変な状況の中、受験生をはじめとする学生の皆さんも、思うように前に進めず

にいることと思います。きれいごとですが、大変な今を超えていくことで逞しくなれればと

思います。植物のように厳しい冬を乗り越えて実を結べますように・・・

セルフ貸出機 導入
カウンターに、ご自身でスキャン

して貸出処理が出来る貸出機が
設置されました。
ぜひ、ご利用ください。

ご不明な点はカウンター
でお声掛けください。

ブックランド

えほん・よみもの
ねこの町の小学校／小手鞠 るい

コロキパラン／たかどの ほうこ

保健室経由、かねやま本館。４／松素 めぐり

北風の郵便屋さん／吉岡 勝

おもちちゃん／きたがわ めぐみ

だれかさんのかたっぽてぶくろ／すずき みほ

ようかいむらのにこにこまめまき

／たかい よしかず

それいがいの本
司書の一日／WILLこども知育研究所

仕事の歴史図鑑 ２／本郷 和人

日本の大地つくりと変化 ４／鎌田 浩毅

わたしらしくCジャンプ！／赤羽 じゅんこ

１０代でしっておきたい「同意」の話

／ジャスティン・ハンコック

まち しょうがっこう こ で まり

きたかぜ ゆうびん や よしおか まさる

に ほん だいち へんか かま た ひろき

あかはね

ほ けんしつ けい ゆ ほんかん まつもと

し ごと れき し ず かん ほんごう かず と

だい どうい はなし

ししょ いちにち ウィル ち いく けんきゅうじょ



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
3月3日（木）・17日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
3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。

ものがたりいがい

あたらしくはいったほん

おめんです 3 （いしかわ こうじ）

よるはおやすみ （はっとり さちえ）
の

エイモスさんがバスに乗りおくれると （エリン・Ｅ・ステッド）

ホオナニ、フラおどります （ミカ・ソング）
かわ にんぎょ はせがわ

★えほん・ものがたり

じだい つみ ばつ もり たつや

ぼくらの時代の罪と罰 （森 達也）
し ずかん なるしま えつお

これだけは知っておきたいどうぶつ図鑑 （成島 悦雄）

みんなのこえがきえてしまうんです （ナオキ）

かすみ川の人魚 （長谷川 まりる）
やま

くもとり山のイノシシびょういん （かこ さとし）
いろ

びわ色のドッジボール （もり なつこ）
かいとう しにがみ せかい

怪盗ルパンさまよう死神：世界ショートセレクション （モーリス・ルブラン）

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★

ボランティア育成講座

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

3月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

もっと知りたい読み聞かせ
～おはなし会プログラムのつくり方～

学校や図書館などでの読み聞かせを行っている方、活動に興味のある方に向けて
子どもから大人まで年齢に応じた選書の仕方やプログラムのつくりかたを学べる講座です。

講師：安冨ゆかり氏
日時：令和4年3月13日(日)
場所：日光公民館2階 視聴覚室（日光図書館併設）
申込：日光図書館窓口またはお電話にて 3/12(土)まで！
定員：20名 参加費：無料

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。



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

3月

        …休館日

９：００～１８：００

あたらしくはいったほん

アンパンマンとさばくのたから（やなせたかし）

ノンタンボールまてまてまて（キヨノサチコ）

やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？（なかやみわ）

※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☆

３月２日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい
３月２６日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

ちかてつ

地下鉄のサバイバル１（ゴムドリｃｏ.）
なか

くらしの中のきほんのしくみ（しおうらしんたろう）
し きせつ はなことば かわさきけいすけ

知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉（川崎景介）

〈ものがたりいがい〉

こ

よそんちの子（いとうみく）
はんぶんまじょ かどのえいこ

ケケと半分魔女（角野栄子）
はら

かいけつゾロリきょうふのダンジョン（原ゆたか）

ほかにもあるよ♪

〈ものがたり〉

〈えほん〉

資源の有効活用のため、藤原図書館で
除籍した図書・雑誌を無償でお譲りします。

日 時 ３月２日（水）～３月７日（月）
開館時間内

場 所 藤原図書館 玄関

開館時間内

新着CD・DVD入荷しました♪
＜CD＞

SEIKO MATSUDA2020(松田聖子)
Very6 BEST(V6)
ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼きfeat.梅干し(桑田佳祐）
前川清2022年全曲集(前川清)
ｶﾚﾝﾀﾞｰ(川崎鷹也)
U(NiZiU)
第六感(Reol)
Strobo(Vaundy)
夢芝居(梅沢富美男)
ｵｰﾙ･ｻﾞｯﾄ･演歌＆歌謡曲ﾍﾞｽﾄ40(ｳﾞｧﾘｱｽ･ｱｰﾃｨｽﾄ)
SING for ONE(ｳﾞｧﾘｱｽ･ｱｰﾃｨｽﾄ)
SHAKUHACHI(Bamboo Flute Orchestra)
ｻﾞ･きょんｽｽﾞ30ｾﾚｸﾄ古典編1(柳家喬太郎)
大人になって聞く、教科書で習った詩と文学ｷﾝｸﾞ･ﾍﾞｽﾄ･
ｾﾚｸﾄ･ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ2021
ののちゃん2さいこどもうた(ののちゃんうた)
「おかあさんといっしょ」最新ﾍﾞｽﾄ おたすけ!およよﾏﾝ
イマージュ ultimate BEST(ｳﾞｧﾘｱｽ･ｱｰﾃｨｽﾄ)
古典芸能 端唄
古典芸能 能・狂言
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ「ｱﾅと雪の女王」ミュージカル(劇団四季)

＜DVD＞

(日本映画）ラストレター・騙し絵の牙

鬼平犯科帳 盗賊婚礼

(外国映画)  ノマドランド・クルエラ・グーニーズ

(アニメ) フランダースの犬・あの夏のルカ

(児童教養) シナぷしゅ あいうえ～お!でヨロレイヒ♪



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
五つの季節に探偵は／逸木 裕
おんなの女房／蟬谷 めぐ実
かくして彼女は宴で語る／宮内 悠介
おわかれはモーツァルト／中山 七里
サンセット・サンライズ／楡 周平
母の待つ里／浅田 次郎
少女を埋める／桜庭 一樹
巫女島の殺人／萩原 麻里
スットン経／諏訪 哲史
今を生きるあなたへ／瀬戸内 寂聴
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
藤井聡太の選択／谷合 廣紀
日本懐かしテレビ大全／辰巳出版
妻六法／森 公任
１９６１アメリカと見た夢／堀田 江理
日本史人物〈あの時、何歳？〉事典／吉川弘文館編集部
鎌倉殿を歩く／伊東 潤
世界怪異伝説事典／えいとえふ
大正の夢 秘密の銘仙ものがたり／大野 らふ
翁達磨 高橋邦弘そばの旅／高橋 邦弘
栗原家のごはん／栗原 心平

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/

＜電子図書館＞
温室デイズ／瀬尾 まいこ
十津川警部謎と裏切りの東海道／西村 京太郎
鍵のかかった部屋／貴志 祐介
或る「小倉日記」伝／松本 清張
あなた／赤川 次郎
さいはての彼女／原田 マハ
その日のまえに／重松 清
廃墟に乞う／佐々木 譲
五街道ウォークのすすめ／八木 牧夫
大人の日帰り旅２０２２／ＪＴＢ ＭＯＯＫ
佐藤愛子の役に立たない人生相談／佐藤 愛子
基礎から始めるスポーツクライミング／東京都山岳連盟 監修
おうちでキャンプｗｉｔｈキッズ／ＪＴＢ ＭＯＯＫ
図解使える心理学大全／植木 理恵
机の前に貼る一行／ひきた よしあき

☆栃木県に関連する本も数多く入りました！
栃木県の山／小島 守夫
二宮金次郎／二宮 康裕
二宮尊徳の遺言デジタル版／長澤 源夫
ちゃんと歩ける日光街道奥州街道／八木 牧夫
るるぶ栃木‘２２／
栃木こだわりの美食ＧＵＩＤＥ／ゆたり編集室
栃木札所めぐり御朱印を求めて歩く下野国巡礼ルートガイド

／とちぎ巡りん倶楽部
貧困の中の子ども／下野新聞子どもの希望取材班

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
蒼海館の殺人／阿津川 辰海
丘の上の賢人／原田 マハ
鑑定人 氏家京太郎／中山 七里
母の待つ里／浅田 次郎
奔流の海／伊岡 瞬
またあおう：しゃばけ外伝／畠中 恵
山が見ていた／新田 次郎
落花流水／鈴木 るりか
シルバービュー荘にて／ジョン・ル・カレ
アンネの日記 グラフィック版／アンネ・フランク
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ヤングケアラー／毎日新聞取材班
図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか？／須黒 達巳

はじめてのガラスペン／武田 健
ホーム・コーヒー・ロースティング／嶋中 労
食べる経済学／下川 哲
隠れた名建築ぶらぶら歩き／矢野 和代
下野猟師伝／丸山 美和
好きなものを売って10年続く店をつくる／碓井 美樹
366日物語のある絵画／海野 弘
学校に行けなかった中学生が漫画家になるまで／月本 千景

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
薔薇色の門 誘惑／遠藤 周作
サンセット・サンライズ／楡 周平
母の待つ里／浅田 次郎
少女を埋める／桜庭 一樹
奔流の海／伊岡 瞬
答えは風のなか／重松 清
ミーツ・ザ・ワールド／金原 ひとみ
捜査線上の夕映え／有栖川 有栖
父ガルシア＝マルケスの思い出／ロドリゴ・ガルシア
ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした／マーク・ボイル

その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
図解まるわかりアルゴリズムのしくみ／増井 敏克
世界異界神話／篠田 知和基
偉人しくじり図鑑／河合 敦
暴く者暴かれるモノ／吉田 公一
図解やさしくわかる強迫症／原井 宏明
おすし／松田 美智子
今さら聞けない除草剤の話きほんのき／農文協
今すぐ使えるかんたんYouTube動画編集入門／入江 祐也

明解！漢字名探偵／山口 謠司
その日まで／瀬戸内 寂聴


