
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）22-6216

  今市図書館カレンダー

６月

　　　…休館日

９：００～１９：００

今市図書館

図書館だより
２０２２年

６月

えほん・ものがたり
おいなりさん／もとした いづみ

ありんこトロッコ／おおい じゅんこ

わたしはいいこ？／えがしら みちこ

マスクと黒板／濱野 京子

みんなのためいき図鑑／村上 しいこ

りんごの木を植えて／大谷 美和子

つくしちゃんとおねえちゃん

／いとう みく

それいがいのほん
捨てないパン屋の挑戦／井出 留美

新美南吉／谷 悦子

おしりダンディ ザ・ヤング／トロル

目まもりドリル／平松 類

建築家になりたい君へ／隈 研吾

回転ずし・レジをつくろう

／いしかわ まりこ

こくばん はま の きょうこ

ずかん むらかみ

き う おおたに み わ こ

め ひらまつ るい

かいてん

にい み なんきち たに えつこ

けんちく か きみ くま けんご

す や ちょうせん い で る み

６月の
展示コーナー

冒険の扉を開いて～Welcome 

to Fantastic World!～

魔法や妖精などのファンタジーに

関する書籍を展示します。

気が滅入りそうな雨の季節に、

夢の世界へ小旅行してみませんか？

五月の爽やかな季節と、真夏の元気な季節の間の「ちょっと憂鬱になる」季節到来です。

雨といえば紫陽花。この花ほど雨が似合う花はないでしょう。

ところで、この紫陽花の花言葉をご存じですか？ 小さな花がひしめき合って咲く姿から

「団らん」や「和気あいあい」。またその一方で、土の状態で花色を変えることから「移り気」

「心変わり」などの花言葉もあるようです。

紫陽花だけでなく、他にもいろいろな花が表裏一体、相反する花言葉をもっているようです。

ご都合主義ですが、自分にいい言葉を信じていた方が良さそうです。



このほかにもたくさんあるよ！

日光市を舞台に、アイスホッケーに魅せられた少女たちの成長を描いたテレビアニメ
『プラオレ！〜PRIDE OF ORANGE〜』の原画展を日光市立図書館で開催します！

図 書 館 だ よ り

どんなおべんとう？ （いわき あやこ）
まつもと はるの

あかちゃんがきた！ （松本 春野）
たじま せいぞう

た （田島 征三）

えほん

かがく やすだ かな

セカイを科学せよ！ （安田 夏菜）
いつかかん おかだ じゅん

ないしょの五日間（岡田 淳）
うんどう

ぼくたちのスープ運動 （ベン デイヴィス）

ものがたり

ブックランド

テレビアニメ 巡回原画展 開催！

・日光図書館 期間：６月１日（水）～６月２６日（日）

・今市図書館 期間：７月１日（金）～７月２１日（火）

・藤原図書館 期間：８月１日（月）～８月２９日（月）

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

6月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

©2020 プラオレ！メディアミックスパートナーズ

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。

ものがたりいがい

おとな きみ いけがみ あきら

これから大人になる君たちへ （池上 彰）
えびさわ かずまさ

インコがおうちにやってきた！ （海老沢 和荘）
かまくらじだい ちょうせんじょう いちしき

鎌倉時代からの挑戦状 （一式まさと）

あたらしくはいったほん



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

６月

        …休館日

９：００～１８：００

ほかにもあるよ♪

さわのあきふみ

かいじゅうたくはいびん（澤野秋文）
いがらしみわこ

ヤマネコとアザラシちょうさだん（五十嵐美和子）
まき しむら

コロッケころくまくん こんがりおいしくなれるかなの巻（志村まゆみ）

こくばん はまのきょうこ

マスクと黒板（濱野京子）

トントンとリッキのかいぞくせん（やえがしなおこ）
よ

あっちもこっちもこの世はもれなく（いとうみく）

おがわただひろ

はっこう（小川忠博）
こっかい だいけんきゅう ふくおかまさゆき

国会のしごと大研究１・２（福岡政行）
まな だいずかん あおやまゆき

たのしく学ぼう!!ことわざ大図鑑（青山由紀）

〈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。

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☆

第１水曜日
６月１日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい

第４土曜日
６月２５日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

今年公開・公開予定映画の原作本を

展示しています♪

ハケンアニメ！／辻村深月

こちらあみ子／今村夏子

百花／川村元気

沈黙のパレード／東野圭吾

線は、僕を描く／砥上裕將

母性／湊かなえ

ある男／平野啓一郎

など

「自分ケア～心も体もスッキリ～」

「けんこうなからだをつくる」

「６月生まれの作家さん」



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
六法推理／五十嵐 律人
爆弾／呉 勝浩
マスカレード・ゲーム／東野 圭吾
夏が破れる／新庄 耕
逆転のアリバイ／香納 諒一
スクイッド荘の殺人／東川 篤哉
名探偵は誰だ／芦辺 拓
にごりの月に誘われ／本城 雅人
小さき王たち 第１部／堂場 瞬一
お化けのそばづえ／後谷戸 隆
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
母親になって後悔してる／オルナ・ドーナト
図説上杉謙信／今福 匡
ジェイソン流お金の増やし方／厚切りジェイソン
江戸のジャーナリスト葛飾北斎／千野 境子
道をひらく／松下 幸之助
法律大百科事典／千葉 博
地震と火山と防災のはなし／楠城 一嘉
１０代のためのお金と投資／大泉書店編集部
図解まるわかりＡＩのしくみ／三津村 直貴
クジラの骨と僕らの未来／中村 玄

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＞

「ＳＤＧｓ」 ご存じですか？

Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ

～持続可能な開発目標

2030年までに世界中の環境問題、差別、貧困、人権問題
を世界中のみんなで解決しよう といった取り組みです。

電子図書でも、ＳＤＧｓに関する多くの本を揃えています。
ぜひ、この機会に目を通してみてはいかがでしょうか？

・未来を変えるメッセージみんなのＳＤＧｓ／水谷 孝次

・ＳＤＧｓとは何か？世界を変える１７のＳＤＧｓ目標／安藤 顕

・脱プラスチックへの挑戦／堅達 京子

・未来からの伝言／那須田 淳

・夢の発電って、なんだろう？／森川 成美

・「再エネ大国日本」への挑戦／山口 豊

・ＳＤＧｓが生み出す未来のビジネス／水野 雅弘

・ＳＤＧｓのすごい会社 ＳＤＧｓの新ヒーロー１７社。／川田 精一

・水とトイレがなかったら？／石崎 洋司

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
鑑定人 氏家京太郎／中山 七里
山狩／笹本 稜平
爆弾／呉 勝浩
マスカレード・ゲーム／東野 圭吾
夏が破れる／新庄 耕
公孫龍 巻２ 赤龍篇／宮城谷 昌光
スタッフロール／深緑 野分
すべての月、すべての年／ルシア・ベルリン
あの図書館の彼女たち／ジャネット・スケスリン・チャールズ
シャギー・ベイン／ダグラス・スチュアート
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
最新インターネットの法律とトラブル対策／森 公任
おとぎ話の心理学／Ｍ－Ｌ．フォン・フランツ
歴史を動かした重要文書／ピーター・スノウ
あなたを変える行動経済学／大竹 文雄
女性の髪の増やしかた／本間 初枝
肌トラブル大全／小林 智子
７５歳以上の免許更新が変わる!!!／高齢者安全運転支援研究会

すぐに描きたいはがき絵１８０／小池 良子
新しいあいさつ・スピーチ文例集／すぴーち工房
図説江戸のエンタメ／深光 富士男

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
マスカレード・ゲーム／東野 圭吾
刑事弁護人／薬丸 岳
スクイッド荘の殺人／東川 篤哉
夜行堂奇譚／嗣人
レジェンドアニメ！／辻村 深月
コスメの王様／高殿 円
人生の決算書／曽野 綾子
さよならに反する現象／乙一
シャギー・ベイン／ダグラス スチュアート
すべての月、すべての年／ルシア ベルリン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
東京ディズニーランドガイドブックwith風間俊介／講談社
パンダとわたし／黒柳徹子と仲間たち
天皇家の恋愛／森暢平
ぬか床づくり／下田 敏子
いまのメイク、１ミリ変えるともっと輝く！／片桐 愛未
知っておきたい！韓国ごはんの常識／ルナ キョン
誰も加害者を裁けない／広瀬 一隆
これは、アレだな／高橋 源一郎
今日を楽しく生きる／瀬戸内 寂聴
センス・オブ・何だあ？／三宮 麻由子


