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お問合せ：（0288）22-6216

  今市図書館カレンダー

７月

　　　…休館日

９：００～１９：００

夏草や 兵どもが 夢の跡
俳人・松尾芭蕉がこの句を詠んだのは、この時期より少し前の、新暦（現代）では六月末と

されています。

藤原氏が栄華を誇り、また悲劇の武将・源義経の最期の地である平泉。度重なる戦いを

経て、静寂と化したその場所に立った芭蕉。その静寂が「平和」の象徴だったのかもしれません。

我々が忘れかけている当たり前の日常、平和がいつまでも続くように。そしてまさに今、戦いを

強いられている世界中の国々にも、「静寂」という平和が一日も早く訪れますよう願います。

今市図書館は、
夏季休業中の月曜日

（7/25及び8/1・8・１5・22）

に限り開館いたします。
（開館時間は9：00～19：00です）

なお、日光図書館・藤原図書館の
休館日は通常通りです。

日光･･月曜休館
藤原‥火曜休館

えほん・よみもの
らんらんランドセル／モリナガ ヨウ

はるとスミレ／ｅｔｏ

あそび室の日曜日／村上 しいこ

とりかえっこちびぞう／工藤 直子

友だちの木／おおぎやなぎ ちか

それいがいの本
列車で行こう！／櫻井 寛

「オードリー・タン」の誕生

／石崎 洋司

頭がよくなる！ちょいムズおりがみ

／山田 勝久

しつ にちようび むらかみ

くどう なおこ

とも き

れっしゃ い さくらい かん

いしざき ひろし

たんじょう

あたま

やまだ かつひさ

え と

高齢者向け
紙芝居が入りました。

・おばあさんの第三の人生／上野 明美

・おとしとり／ときわ ひろみ

・石になったいも／片岡 直子

・にらめっこにらめっこ／中村 ルミ子

・おもしろ星座めぐり／本多 ちかこ

ぜひ、ご利用ください



図 書 館 だ よ り

にじょう しつじ こざくら

二条くんはわたしの執事 （小桜 すず）
しつ にちようび むらかみ

あそび室の日曜日 （村上 しいこ）
はなさきちゅうがくかどうぶ ゆくづき

いけよし！花咲中学華道部 （結来月 ひろは）

ものがたり

日光図書館

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

7月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

ものがたりいがい

やせいのママ （フィリップ バンティング）
じてん いまいずみ ただあき

ざんねんないきもの事典 やっぱり （今泉 忠明）
そら み あ さいた きみはる

空を見上げてわかること （斉田 季実治）

ブックランド あたらしくはいったほん

2022年

今月の展示

昨年好評だった可愛い「鳥」たちの本特集が
また帰ってきました！
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★

帰ってきた！
鳥よ！鳥よ！鳥たちよ！

日光図書館で１日子ども図書館員になってみませんか？

○日時：令和４年７月２８日（木）１３：００～１６：００

○定員：２名（先着順） ○対象：小学校高学年の方

○申込期限：７月２７日（水）まで

おふろのなかのジャングルたんけん （まつおか たつひで）

おんぷちゃんとねこ （とよた かずひこ）

パンダのんびりたいそう （いりやま さとし）

えほん

お問合せは日光図書館（0288-53-5777）まで
お申込みお待ちしております！

★体験内容★

カウンター業務、

おすすめ本のPOP作りなど

✿ちっちゃなありんこおはなし会✿
～小さいおともだち(0歳から)～

７日（木）・２１日（木）１０：３０～

✿ありんこおはなし会✿

２日（土）・１６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時までにお申込みください

7月のおはなし会

このほかにもたくさんあるよ！
※７月１０日は、参議院議員選挙のため臨時休館となります。



ほかにもあるよ♪

かえるのほんや（やぎたみこ）

だいすきなうみときみと（バルー）
せかい いちば

世界の市場（アンナ・デスニツカヤ）

れんあいもんだい と よしのまりこ

恋愛問題は止まらない（吉野万理子）
し ふくだたかひろ

たぶんみんなは知らないこと（福田隆浩）
や

おもちゃ屋のねこ（リンダ・ニューベリー）

しら がくしゅうこ ねんかん あさひしょうがくせいしんぶん

調べる学習子ども年鑑２０２２（朝日小学生新聞）
じどうはんばいき

自動販売機・ふくびきをつくろう（いしかわまりこ）
ね たの すいみん

寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ（ヴィッキー・ウッドゲート）

〈ものがたりいがい〉

〈ものがたり〉

あたらしくはいったほん

「元気をチャージ！－スタミナ編－」

「せかいのこんちゅう」

「７月生まれの作家さん」

開館時間

日 月 火 水 木 金 土
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3 4 5 6 7 8 9
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31

お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

７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。

第１水曜日
７月６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
７月２３日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

講 師 図書館スタッフ
日 時 ８月４日（木） １３時３０分～１５時
場 所 藤原図書館 ２階 視聴覚室
定 員 ８名（先着順）
費 用 無料
対 象 小学生・中学生
持 ち 物 不要
申込期間 ７月１日（金）～

容器をつかって、かんたんな
夏のスノードームを作ります☆

ぜひご参加ください♪

〈えほん〉



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。）

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。

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
スパイコードＷ／福田 和代
ダンシング玉入れ／中山 可穂
情事と事情／小手鞠 るい
猫弁と幽霊屋敷／大山 淳子
あきらめません！／垣谷 美雨
奇跡集／小野寺 史宜
さざなみの彼方／佐藤 雫
〈磯貝探偵事務所〉からの御挨拶／小路 幸也
石礫－機捜２３５－／今野 敏
子宝船－きたきた捕物帖２／宮部 みゆき
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
９１歳のユーチューバー／道場 六三郎
老～い、どん！２／樋口 恵子
持ち家離婚／入江 寿
ヒロスエの思考地図／広末 涼子
鎌倉時代の合戦システム／松本 一夫
豊臣五奉行と家康／渡邊 大門
鉄道にまつわる怪異譚／寺井 広樹
駅舎国鉄時代１９８０’ｓ／橋本 正三
１日３分認知症にならない歌う脳トレ／吉田 勝明
栃木百名山ガイドブック／栃木県山岳連盟

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、「文学」と「小学生におすすめの本」を紹介します。
文学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
恋する文豪／柴門 ふみ
追憶時代／赤川 次郎
偽文士日碌／筒井 康隆
眠らない少女／高橋 克彦
五稜郭の兄弟／高橋 義夫
死への招待状／西村 京太郎
さらば狩人／香納 諒一
金色の風／近藤 史恵
新選組－試衛館の青春－ 上・下／松本 匡代
オペラ座の怪人／ガストン・ルルー
風と共に去りぬ １～５／マーガレット・ミッチェル

小学生におすすめの本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ソラタとヒナタ／かんの ゆうこ
こうえんのおばけずかん／斉藤 洋
かえだま／小森 香折
星空の人形芝居／熊谷 千世子
ももとこもも／宮崎 祥子
ママとあたしの通信簿／結城 乃香
あやめさんのひみつの野原／島村 木綿子

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
古本食堂／原田 ひ香
夏の体温／瀬尾 まいこ
無明／今野 敏
母子草の記憶／小杉 健治
スパイコードＷ／福田 和代
あきらめません！／垣谷 美雨
空をこえて七星のかなた／加納 朋子
宙ごはん／町田 そのこ
雨滴は続く／西村 賢太
夜に星を放つ／窪 美澄
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ショートカットキー全事典／インサイトイメージ
日帰り絶景ウォーキング関東周辺／ＪＴＢパブリッシング
１３歳からの地政学／田中 孝幸
名医が教える飲酒の科学／葉石 かおり
世界一簡単なメンズメイクの教科書／西日本ヘアメイクカレッジ

ＴＨＥフルーツストック／藤野 貴子
農家が教える竹やぶ減らし／農山漁村文化協会
イチバン親切な水彩画の教科書／上田 耕造
「書くのが苦手」な人のための文章術／印南 敦史
今日は、これをしました／群 ようこ

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
くるまの娘／宇佐見 りん
パパイヤ・ママイヤ／乗代 雄介
任侠ショコラティエ／新堂 冬樹
化物園／恒川 光太郎
あきらめません！／垣谷 美雨
夜に星を放つ／窪 美澄
石礫 機捜２３５／今野 敏
雨滴は続く／西村 賢太
子宝船／宮部 みゆき
春の心臓／イェイツ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
一度は泊まりたい超ユニークＨＯＴＥＬ／ＪＴＢパブリッシング

桃太郎は嫁探しに行ったのか？／倉持 よつば
ねことじいちゃん ８／ねこまき
こんなに変わった理科教科書／左巻 健男
ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子／石澤 清美
６匹の猫と住職／那須の長楽寺
今日は、これをしました／群 ようこ
捨てることから始まる／瀬戸内 寂聴
折れない言葉 ／五木 寛之
とあるひととき／三浦 しをん 他


