
77年前の８月、広島と長崎に「原爆」が落とされ、数えきれない命が一瞬に

して奪われました。 ドラマや映画の「作り物」ではない本当の世界は、体験して

いない我々には想像もつかず、容易に語れるものではないのかもしれません。

それでも、後世に語り継ぐべきで、その時代を忘れてはならないと思います。

「戦争」のむごさをを知る人は、人口のわずか数パーセントになってしまいま

した。毎年、「真夏のサイレン」が響き渡る時、終戦を体験した方たちはどんな

思いで、平和な時代の空を見上げているのでしょうか。

「終戦記念日」の「記念」という言葉も、少し違う気がするのですが・・・

先月に引き続き、「夏休みの工作・
作文」特集、また今年度の課題図書と
すいせん図書を展示しております。

あっという間に過ぎて
いく夏休みです。
ラストスパート前に、
余裕を持って取り組んで
みませんか！！
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　　　…休館日

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

８月

えほん・よみもの
おひさまやのハンカチ／茂市 久美子

すこしずつの親友／森埜 こみち

パンに書かれた言葉／朽木 祥

紅の魔女／小森 香折

ちいさな宇宙の扉のまえで／いとう みく

すいかごろごろ／すとう あさえ

あんまりすてきだったから／くどう れいん

まなちゃんのあかいながぐつ／あいはら ひろゆき

それいがいの本
こんちゅう／須田 研司

うみのいきもの／中村 庸夫

１３歳からの「差がつく読書術」／大居 雄一

中高生のスポーツハローワーク／学研プラス

食品ロスはなぜ減らないの？／小林 富雄

寝るのが楽しくなる睡眠の秘密

／ヴィッキー・ウッドゲート

もいち く み こ

くれない まじょ こもり かおり

うちゅう とびら

す だ けんじ

なかむら つねお

さい さ どくしょじゅつ おおい ゆういち

ちゅうこうせい がっけん

しょくひん へ こばやし とみお

ね たの すいみん ひみつ

か ことば くつき しょう

しんゆう もりの



う もり え と

生まれかわりのポオ （森 絵都）
な す もり こうの ひろゆき

那須の森のまんまるちゃん （河野 祐之）
や

はりねずみのノート屋さん （ななもり さちこ）

ものがたり 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

8月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

ものがたりいがい

のぶなが しろ た はたなか えいじ

なんで信長はお城を建てたの？ （畑中 英二）
しぶや ともこ

ヤングケアラーってなんだろう （澁谷 智子）
い たかはし ひろのり

ゲームと生きる！ （高橋 浩德）

へびながすぎる （ふくなが じゅんぺい）
みうら たろう

へんしん うみのいきもの （三浦 太郎）
ふるうち

まよなかのバスてい （古内 ヨシ）

えほん

このほかにもたくさんあるよ！

昔の日光の街並み、駅舎、お茶屋など、
今では見ることが出来ない貴重な日光の風景を
解説つきで展示します。貴重な絵葉書たちを
涼しい館内でゆったりとご覧ください。

日光の古絵葉書展

開催期間：８月２日（火）
～３１日（水）

今月の展示

今月は暑い日も一気に
涼しくなるような
怖くて楽しい本を集めました。
何を読んだらいいかわからない時は
こちらの展示を覗いてみてください

怪奇の世界

✿ ✿

✿ ✿

ブックランド
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 31

お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

８月

        …休館日

９：００～１８：００

ほかにもあるよ♪
ゆかしたのワニ（コマツシンヤ）

あゆこ

ふしぎなかさやさん（たなか鮎子）

ぼりすとこお（ディック・ブルーナ）

たまごのはなし（しおたにまみこ）
なつ あさのりゅう

シャンシャン、夏だより（浅野竜）
ものがたり

トラからぬすんだ物語（テェ・ケラー）

かいてん

回転ずし・レジをつくろう（いしかわまりこ）
あそ だいずかん あおやまゆき

ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑（青山由紀）
てつどうはかせ にっぽんぜんこくてつどうろせんちず ちりじょうほうかいはつ

めざせ鉄道博士!日本全国鉄道路線地図（地理情報開発）

〈ものがたりいがい〉

〈ものがたり〉

あたらしくはいったほん
〈えほん〉

※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。

新着ＣＤ入りました♪

新着ＤＶＤ入りました♪



暑い日が続いております。
少しずつ以前の生活が日常に戻りつつありま
すが、館内においては、引き続き「マスク」
の着用をお願いしております。

また、この時期は「熱中症」に十分ご注意
ください。学習室では蓋つきペットボトルの
ご利用が可能です。

また、閲覧スペースや学習室においては
他の方との距離を保ち、「密」を避けてご利
用頂けますようお願いいたします。

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。

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
セカンドチャンス／篠田 節子
若武者徳川家康／嶋津 義忠
説源義経の真実／中津 攸子
怪談小説という名の小説怪談／澤村 伊智
飛び立つ季節／沢木 耕太郎
＃真相をお話しします／結城 真一郎
明日へのペダル／熊谷 達也
ブータン、世界でいちばん幸せな女の子／阿川 佐和子
筆のみが知る／近藤 史恵
地球、この複雑なる惑星に暮らすこと／ヤマザキ マリ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
会社四季報 ２０２２年３集夏号／東洋経済新報社
私解説－ペン一本で生きてきた－／瀬戸内 寂聴
サラリーマン川柳にんじょう傑作選／やく みつる
ローカル鉄道がゆく／Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ編集部
老いて今日も上機嫌！／石川 恭三

知られざる温泉の秘密／齋藤 勝裕
こちら歴史探偵事務所！史実調査うけたまわります／跡部 蛮
いちからわかる廃棄物処理法／鷺坂 長美
地学の図鑑／杵島 正洋
図解でわかる１４歳から考える民主主義／インフォビジュアル研究所

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/

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ハロー・グッドバイ／小路 幸也
うまたん／東川 篤哉
チョウセンアサガオの咲く夏／柚月 裕子
禁猟区／石田 衣良
晩秋行／大沢 在昌
さよならの向う側／清水 晴木
オリーブの実るころ ／中島 京子
姫／花村 萬月
血を分けた子ども／オクテイヴィア・Ｅ・バトラー
世の中に悪い人はいない／ウォン ジェフン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
心が疲れない「正しい」休み方／るろうに
マンガでわかる０～２歳児のおうちあそび／汐見 稔幸
絵でわかるにおいと香りの不思議／長谷川香料株式会社
世界の珍兵器大全／ストロー=クーゲルスタイン
小さな平屋に暮らす／平凡社
本屋図鑑／いまがわ ゆい
手術をする外科医はなぜ白衣を着ないのか？／入倉 隆
私と街たち〈ほぼ自伝〉／吉本 ばなな
酒の『徒然草』 ／横田 弘幸
全員がサラダバーに行ってる時に全部のカバン見てる役割／岡本雄矢

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
任俠ショコラティエ／新堂 冬樹
俺ではない炎上／浅倉 秋成
夢をかなえるゾウ０／水野 敬也
筆のみが知る／近藤 史恵
わたしたち／落合 恵子
セカンドチャンス／篠田 節子
爆発物処理班の遭遇したスピン／佐藤 究
鯉姫婚姻譚／藍銅 ツバメ
堕落／真山 仁
ファイナル・ツイスト／ジェフリー・ディーヴァー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
今すぐ使えるかんたんWord＆Excel2021／技術評論社編集部

認知バイアス見るだけノート／齊藤 勇
大惨事の人類史／二ーアル・ファーガソン
仕事のカタログ2023-24年版／自由国民社
薬学博士が教える手づくり野草茶レシピ／中山 智津子
電子工作の基本を楽しむ本／神田 民太郎
はじめてのドライフード／CAMMOC
カワウソをよく知るための本／コツメカワウソ研究会
パラグライダー＆パラモーター入門／イカロス出版
言葉のアップデート術／小竹 海広


