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お問合せ：（0288）22-6216

今市図書館カレンダー

4月

　　　…休館日

９：００～１９：００

４月１日（木）より閉館時刻が変わりました。

１８:００→１９:００ よろしくお願い致します。

菜の花や 月は東に 日は西に
松尾芭蕉・小林一茶らと並ぶ江戸時代の有名な俳人・与謝蕪村の句です。

まさに、余計なものは何一つない、「これぞ春！」といった句ではないでしょうか。蕪村は

他にも「春の海 ひねもす のたりのたりかな」などユーモアにあふれると同時に、現代の

我々でも、容易に理解できる『わかりやすい句』を残しています。

川柳コンクールが盛んだったり、テレビでも俳句の番組があったりと、今の人たちが難し

がらずに古典的な「五七五」の世界を知る機会があるのは嬉しいことです。

日本の美しい言葉と、その「ことば遊び」の文化が後世まで伝わってほしいと思います。

えほん・よみもの

1ねん1くみの女王さま 2／いとう みく

四つ子ぐらし 1～10／ひの ひまり

ふたりのえびす／高森 美由紀

あなのなかから…／さいとう しのぶ

ももちゃんのねこ／わだ ことみ

ちからもちのおかね 日本のおはなし

／中脇 初枝

それいがいの本

北里柴三郎／石崎 洋司

5分間思考実験ストーリー／北村 良子

明日香さんは負けない／福田 隆浩

シオンの花言葉／濱野 京子

かず／神永 曉

ニッポンの総理大臣

／ニッポンの総理大臣編集部

よ

はなこと ば はま の きょうこ

あ す か ま ふくだ たかひろ

ふんかん しこう じっけん きたむら りょうこ

たかもり み ゆ き

きたざと しばさぶろう いしざき ひろ し

なかわき はつ え

に ほん

そう り だい じん

そう り だい じん へんしゅうぶ

こどもの読書週間・2022
4/27（水）～5/10（火）

『ひとみキラキラ本にどきどき』の
標語のもと、おすすめの
絵本を集めています。
ぜひ、ご覧になってください。

かみなが さとる



日光図書館図 書 館 だ よ り

ものがたりいがい

あたらしくはいったほん
アッコトト

あけてあけて （acｃototo)
むし

じゅうじゅうじゅう （あずみ虫）

にほんのにんきもの （かとー ゆーこ）

スーツケース （クリス・ネイラー・バレステロス）
きみいろ と もり

★えほん・ものがたり

にほん かみなが さとる

そら：日本のことばずかん （神永 暁）
れいじょう こ

よみがえれ、マンモス！ （令丈 ヒロ子）
なや せいしゅん もり つよし

悩んでなんぼの青春よ （森 毅）

君色パレット （戸森 しるこ・ほか）

おはなのドレスのBプラン （あんびる やすこ）
ちい て たんぺんしゅう かねはら みずひと

小さな手：ホラー短編集 （金原 瑞人）
かれ な

彼の名はウォルター （エミリー・ロッダ）

ブックランド

読書会『いずみの会』会員募集中！

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

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

4月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

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。

ちっちゃなありんこおはなし会
4月7日（木）・21日（木） 10：30～

ありんこおはなし会
4月2日（土）・16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

【クラシック】
HAYATOSM (角野隼人）
COLOR （フジコ・ヘミング）
ツィゴイネルワイゼン～名曲コレクション （三浦文彰）
【ジャズ】
JAZZを聴きたくて 美しいメロディの花束をあなたに
JAZZを聴きたくて 星降る夜のスタンダード
【洋楽】
ディーペスト・パープル （ディープ・パープル）
フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ （イル・ディーヴォ）

【邦楽】
U （NiziU）
筒美京平 TOP10HITS
【朗読・演芸】
落語The Very Best 極一席1000 （十代目柳家小三治）
【アニメ・こども】
オール・イアーズ （ディカペラ）
食育知育うたとあそび たべものソング大集合！
オフ・オフ・マザーグース
【イージーリスニング】
SONGBOOK （葉加瀬太郎）
昭和の名演奏 歌う木琴 （平岡養一）

HELLO LOVE （MISIA）
Editorial （Official髭男dism）

新しいCDが
入りました！

※4月10日は日光市市議会議員選挙のため休館です



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

４月

        …休館日

９：００～１８：００

※新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントの
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。

※イベント情報・申込等は、藤原図書館窓口、
ホームページ、または電話（７６-１２０３）にて
ご確認をお願いいたします。

あたらしくはいったほん

ほかにもあるよ♪
だい すずき

大ピンチずかん（鈴木のりたけ）
いぬ

なかよしの犬はどこ？（エミリー・サットン）
しゅつどう せかい きんきゅうしゃりょうずかん

出動せよ！世界の緊急車両図鑑（サイモン・タイラー）

はなことば はまのきょうこ

シオンの花言葉（濱野京子）
きせつ はる おぎたひさこ

季節のスイーツ 春（萩田尚子）
せかいいち さんすう すうがく だいずかん

世界一ひらめく！算数＆数学の大図鑑（アンナ・ウェルトマン）

〈ものがたりいがい〉

コロキパラン（たかどのほうこ）
かれ な

彼の名はウォルター（エミリー・ロッダ）
こ びょういん みと

かがやき子ども病院トレジャーハンター（まはら三桃）

〈ものがたり〉

〈えほん〉

４月２３日～５月１２日は
「こどもの読書週間」です。

第６３回 こどもの読書週間標語
「ひとみキラキラ本にどきどき」

の展示を行います。
ぜひ、ご利用ください♪

展示期間
４月２３日（土）～５月１２日（木）

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☆

４月６日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい

４月２３日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

「４月生まれの作家さん」の

本を展示しています♪



＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
燕は戻ってこない／桐野 夏生
漆花ひとつ／澤田 瞳子
春のこわいもの／川上 未映子
タラント／角田 光代
ブラック・ムーン／逢坂 剛
奇跡／林 真理子
はじめての／島本 理生
０／堂場 瞬一
異常／エルヴェ・ル・テリエ
アーチ―若気の至り／Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
最澄に秘められた古寺の謎／山折 哲雄
旧約聖書人物図鑑／山我 哲雄
呪いの都平安京／繁田 信一
私たちは何を悩んできたか／永野 恒雄
本当に使える業務マニュアル作成のルール／森田 圭美
ウルトラ図解潰瘍性大腸炎・クローン病／久松 理一
鼻スッキリで夜ぐっすり／高島 雅之
備えのエクステリア＆ガーデン／ブティック社
これならできる！ＤＩＹで作る収納家具／山田 芳照
世界を変えた１００のポスター上・下／コリン・ソルター

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
空にピース／藤岡 陽子
人生の決算書／曽野 綾子
ヒノマル／古市 憲寿
シャルロットのアルバイト／近藤 史恵
繭の季節が始まる／福田 和代
あれは子どものための歌／明神 しじま
誰かがこの町で／佐野 広実
青い雪／麻加 朋
これは、アレだな／高橋 源一郎
日本橋に生まれて／小林 信彦
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
＃寂聴さん／瀬尾 まなほ
路面電車年鑑 ２０２２／イカロス出版
素敵に暮らす大人のお金のコツ／主婦の友社
パパイヤ鈴木の元気が出るダンス／パパイヤ鈴木
それでも生きていく／姜 尚中
なにかと人間くさい徳川将軍／真山 知幸
図説日本妖怪史／香川 雅信
日本の総理大臣大全／八幡 和郎
最強に面白い！！宇宙の終わり／ニュートンプレス
天声人語 ２０２１冬／朝日新聞論説委員室

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/

電子図書館のアドレスが
変更になりました。

新アドレス

ご確認・変更を
お願いいたします。

https://web-
library.jp/nikko/g0101/top/

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
雨はあした晴れるだろう／三浦 綾子
いえ／小野寺 史宜
階段ランナー／吉野 万理子
記憶の中の誘拐／大山 誠一郎
シャルロットのアルバイト／近藤 史恵
小説刀剣幻想曲／秋月 達郎
0 （ゼロ）／堂場 瞬一
タラント／角田 光代
にべ屋往来記／村木 嵐
青と緑／ヴァージニア・ウルフ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ゲッターズ飯田の占いよりも大切な話／ゲッターズ飯田
ルールの世界史／伊藤 毅
校則改革／河崎 仁志
イラストでわかる武士の装束／樋口 隆晴
パンけつ／主婦の友社
肌トラブル大全／小林 智子
シルバニアファミリーの楽しい着せかえ服とこもの／ブティック社

老後とピアノ／稲垣 えみ子
おうちで居合道／末岡 志保美
違和感ワンダーランド／松尾 貴史


