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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　９：00～19：00

５月

               …休館日

「夏も近づく八十八夜・・・」と歌われていますが、立春から数えて８８日目、

爽やかなこの時期に「茶摘み」をするとされています。

思えば、「八」という数字は日本人に一番馴染みが深い数字ではないでしょうか？

「江戸八百八町」「八百万（やおよろず）の神」など多くの数の代名詞に用いられた

り、末広がりを表す文字とされ好まれています。反対に「四」・「九」は忌み嫌われ、

またお隣中国では、日本以上に「八」が縁起のいい数として好まれているようです。

たかが数字、されど数字。人々の様々な思い入れがあって奥深いです。八十八夜に摘

まれた新茶をおいしく頂きながら、「数字のあれこれ」を楽しんでみたいと思います。

逢坂冬馬氏

「同志少女よ、敵を撃て」
２０２１年、デビュー作であるこの作品は
「第１１回アガサ・クリスティー賞」大賞を
受賞、また第１６６回直木賞候補にも選ば
れました。

2022年本屋大賞
えほん・よみもの
げんこつやまのたぬきさん／とよた かずひこ

ブロロンどろろん／高畠 那生

ゆきちゃんは、ぼくのともだち！／武田 美穂

学校のおばけずかん ハイ！／斉藤 洋

カンフー＆チキン／小嶋 陽太郎

３分間サバイバル／粟生 こずえ

おばけのアッチあかちゃんはドドン！

／角野 栄子

人と動物の日本史図鑑５／小宮 輝之

歌川広重／山下 裕二

青春サプリ。－自分らしくあるために－／青木 美帆

魔王になって魔界を守る方法／松浦 正浩

この都道府県がナンバーワン！／汐文社

ジュニア空想科学読本２４／柳田 理科雄

はたらくくるま あいうえおずかん

／スタジオタッククリエイティブ

それいがいのほん

たかばたけ な お

せいしゅん あおき み ほ

たけだ み ほ

がっこう さいとう ひろし

うたがわひろしげ やました ゆうじ

こじま ようたろう

ぷんかん あおう

かどの えいこ

ひと どうぶつ に ほん し ず かん こみや てるゆき

と どう ふ けん ちょうぶんしゃ

くうそう かがく どくほん やなぎた り か お

じぶん

ま おう まかい まも ほうほう まつうら まさひろ



日光図書館
図 書 館 だ よ り

☆ものがたりいがい

のいちごつみ （さとう わきこ）
はじり としかど

そらいっぱいのこいのぼり （羽尻 利門）

きょうはおうちでいちごがり（つがね ちかこ）

にこにこおかお（とよた かずひこ）

★えほん

みらい けいかく いのうえ りんこ

未来のハッピースクール計画！ （井上 林子）
あたま まいにち かげやま ひでお

かってに頭がよくなる毎日なぞなぞ （陰山 英男）

かっこいいなしょうぼうし （ひさかたチャイルド）

こうくん うえはし なほこ

香君 上・下 （上橋 菜穂子）
どい とみやす ようこ

タヌキの土居くん （富安 陽子）

くまのピエール （イブ スパング オルセン）

サムデイ （デイヴィッド レヴィサン）

あたらしくはいったほんブックランド

開館時間
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お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

5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。

5月のおはなし会
ちっちゃなありんこおはなし会

5日（木）・ 19日（木）10：30～

ありんこおはなし会

7日（土）・ 21日（土）14：00～

場所：日光図書館 おやこどくしょしつ

参加希望の方は、
前日16時までにお申し込みください

今月の展示

nature
今月は、新緑の季節にぴったりな

自然あふれる本達を展示しています。

何を読んだらいいかわからない時は、

こちらのコーナーを覗いてみてください。

お気に入りの１冊が

見つかるかもしれません★
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

〇リンネル

〇趣味の園芸 やさいの時間

〇月刊ニュースがわかる

ご利用・ご予約お待ちしております！

新しい雑誌が仲間入りました！

★ものがたり

このほかにもあるよ！

ネイチャー



「５月生まれの作家さん」の展示
「花と新緑を見よう」
「いろんな生き物を見よう」

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

５月

        …休館日

９：００～１８：００

第６４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
展示期間：５月１２日（木）まで

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☆

５月４日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい

５月２８日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

こどもの読書週間

５月の企画展

ノミネート作品もすべて所蔵しています。
ぜひ、ご利用ください♪

ほかにもあるよ♪

きゆもと

かめれおんせん（喜湯本のづみ）

おにたくんのおにぎり（はしもとえつよ）

かみはこんなにくちゃくちゃだけど（ヨシタケシンスケ）

さとう

スネークダンス（佐藤まどか）
どい とみやすようこ

タヌキの土居くん（富安陽子）
がっこう さいとうひろし

学校のおばけずかん ハイ！（斉藤洋）

かみながぎょう

いろ（神永曉）
さくし あそ すぎはらこうきち

錯視で遊ぼう（杉原厚吉）
つた み とがしただひろ

ポスターで伝えよう見るコツつくるコツ１（冨樫忠浩）

〈ものがたりいがい〉

〈ものがたり〉

〈えほん〉 あたらしくはいったほん

※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。 2位 赤と青とエスキース／青山美智子

3位 スモールワールズ／一穂ミチ
4位 正欲／朝井リョウ
5位 六人の嘘つきな大学生／浅倉秋成
6位 夜が明ける／西加奈子
7位 残月記／小田雅久仁
8位 硝子の塔の殺人／知念実希人
9位 黒牢城／米澤穂信
10位 星を掬う／町田そのこ

２０２２ 本屋大賞

同志少女よ、敵を撃て／逢坂冬馬



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
油絵は謎をささやく／翔田 寛
引力の欠落／上田 岳弘
彼女が知らない隣人たち／あさの あつこ
パンとサーカス／島田 雅彦
人でなしの櫻／遠田 潤子
十津川警部殺意は列車とともに／西村 京太郎
楽園ジューシー／坂木 司
遺す言葉／瀬戸内 寂聴
折れない言葉／五木 寛之
５０代ひとり暮らし小さく、気持ちよく／岸本 葉子
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
いきもの六法／中島 慶二
ざんねんなクルマ図鑑／昭和自動車研究会
ユウリさんの電車とバスででかけよう／読書工房
おいしい子育て／平野 レミ
呪いの日本史／渋谷 申博
図説世界の水中遺跡／木村 淳
絶景の成り立ちを学ぶ／山口 耕生
さまよえる韓国人／武藤 正敏
太極拳の教科書／楊 慧
日本史の賢問愚問 ２／中里 裕司

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】

今月は「絵本」をご案内します。
通常の絵本に加え「うごくえほん」や「音声
朗読つき絵本」などがあります。

ぜひ、お子様と一緒にご体験ください！

☆うごくえほん
あなぐまのクリーニングやさん／正岡 慧子
ぼくとクッキーさよならまたね／かさい まり
ちびくろ・さんぼ／ヘレン・バンナーマン
どうぞのいす／香山 美子
さんびきねこのかいぞくごっこ／上野 与志
あっちゃんのはたけ／大西 ひろみ

☆音声朗読つき昔話・・・朗読／鶴田 真由
ブレーメンのおんがくたい
ピノキオ
ジャックとまめの木
ヘンゼルとグレーテル
さんびきの子ぶた
はだかのおうさま

新着本もたくさん
入りました！

ぜひご利用ください

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
引力の欠落／上田 岳弘
彼女が知らない隣人たち／あさの あつこ
月の王／馳 星周
アルツ村／南 杏子
人面島／中山 七里
幸村を討て／今村 翔吾
我が友、スミス／石田 夏穂
きりきり舞いさようなら／諸田 玲子
信長、鉄砲で君臨する／門井 慶喜
ブランディングズ城のスカラベ騒動／Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
るるぶ沖縄´２３／ＪＴＢパブリッシング
挑戦／山中 伸弥
親子でのびやか楽しいキッズヨガ／友永 淳子
おいしいパスタ生地が作りたい、とおもったら／中村 裕美
踏切の世界／Ｃｈｏｋｋｙ
花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ／俵 万智
ベートーヴェンのトリセツ／曽我 大介
日本語教師になるには／益田 美樹
夏井いつきの世界一わかりやすい俳句鑑賞の授業／夏井 いつき

カムカムマリコ／林 真理子

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
春のこわいもの／川上 未映子
パラレル・フィクショナル／西澤 保彦
シェア／真梨 幸子
燕は戻ってこない／桐野 夏生
古本食堂／原田 ひ香
図書室のはこぶね／名取 佐和子
花屋さんが言うことには／山本 幸久
怪物／東山 彰良
アーチー若気の至り／Ｐ．Ｇ．ウッドハウス
レニーとマーゴで１００歳／マリアンヌ クローニン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
行政マンとして図書館員が忘れていること／内野 安彦
ブックスタートの２０年／ブックスタート
季節の不調が必ずラク～になる本／瀬戸 佳子
凛として美しい内面の磨き方／竹田 理絵
バズる！オムライスレシピ／オムライスのプロ
泣きたい夜の甘味処／中山 有香里
月曜日は水玉の犬／恩田 陸
ボクと、正義と、アンパンマン／やなせ たかし
カムカムマリコ／林 真理子
＃寂聴さん／瀬尾 まなほ


