
１０月１日（土）より閉館時刻が午後７時→午後６時になります。

蔵書点検のため

10/3(月）～10/9(日）
は休館となります。

図書と雑誌の返却は「返却ポスト」をご利用ください

・なお、損傷のおそれがあるため

CD・DVD・紙芝居・市外図書館からの借用資料は

開館時に、カウンターへご返却ください。

「暑さ寒さも彼岸まで」。 昔からの言葉ですが、６月の夏至には一番長かった「昼」

はどんどん短くなり、お彼岸の中日（秋分の日）は昼夜の長さが同じになります。

冬の時期が殊更長く感じるこの日光に、また厳しく長い寒さの季節が近づきます。何

百年、何千年前からこの四季の移り変わりを繰り返しているのでしょう。同様に、夜空

を彩る月も、太古からずっと変わらず我々を照らし続けています。

寂しい季節が訪れる前に、澄み渡った中秋の名月を堪能出来たらと思います。

ご協力お願いいたします。

うちのおかあちゃん／小手鞠 るい

さかさしりとり／林 木林

10ぴきねこちゃん／エミリー・グラヴェット

がっこうのおばけずかん／斉藤 洋

太陽と月／はらだ みずき

うしろの正面だあれ／海老名 香葉子

世界遺産を救え！／レオ・ホプキンソン

宇宙食になったサバ缶／小坂 康之

13歳からの3000円投資生活/横山 光昭

稲むらの火の男浜口儀兵衛／中島 望

すごいゴミのはなし／滝沢 秀一

はじめてのこどもキッチン／鈴木 薫

こ で まり

せかい いさん すく

はやし き りん

さいとう ひろし

うちゅうしょく かん こさか やすゆき

たいよう つき

しょうめん え び な か よ こ

さい えん とうしせいかつ よこやま みつあき

いな ひ おとこ はまぐち ぎ へ え なかしま のぞむ

たきざわ しゅういち

すずき かおる

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
開館時間　９：00～1９：00

9月

　　　…休館日



じろまる しのぶ

ばーちゃる （次良丸 忍）
たび なかま のなか ひいらぎ

ルビねこと旅の仲間たち （野中 柊）
さいとう ひろし

がっこうのおばけずかん げたげたばこ （斉藤 洋）

ものがたり

ものがたりいがい

みねしげ しん

ブラックホールってなんだろう？ （嶺重 慎）
なな やくそく いまいずみ ただあき

いきものとくらすための７つの約束 （今泉 忠明）
ぷんご はなし こわ にほんむかしばなし のみや あさみ

３分後にゾッとする話 怖い日本昔話 （野宮 麻未）

あっことと

おふろがでまーす （accototo）

あつまれ！わくわくパンまつり （のし さやか）
しばた

ドーナツペンタくん （柴田 ケイコ）

えほん
このほかにもたくさんあるよ！

今月の展示

ブックランド
あたらしくはいったほん

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場合がございます。
ご了承いただきますようお願い申し上げます。

桂
扇
生

独
演
会

日時：令和4年９月11日(日) 14時～

場所：日光公民館 ２階 視聴覚室
（日光図書館併設）

定員：２５名（先着順）

申込方法：日光図書館窓口またはお電話
（0288-53-5777）

３年振りの図書館寄席！
演目は当日までのお楽しみ♪

皆様のご参加を
お待ちしております！

✿ ✿

✿ ✿

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）53-5777

日光図書館カレンダー

9月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００



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

9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。

９月のイベント

〈えほん〉

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉
ありさわしげお

だれのからだ？（有沢重雄）
さが みじか ばしょ

こどもが探せる身近な場所の
せきざいずかん しばやまもとひこ

きれいな石材図鑑（柴山元彦）
しょうがくせい おんがく

小学生のためのはじめての「クラシック音楽」
こ おんがく けんきゅうかい

（「子どもとクラシック音楽」研究会）

どうじょう かとう

イカにんじゅつ道場（香桃もこ）
うみ しま

海のこびととひみつの島（サリー・ガードナー）
としょかん ひろしまれいこ

ふしぎな図書館とアラビアンナイト（廣嶋玲子）

きゅうしょくしつ

給食室のいちにち（イシヤマアズサ）

「じぶん」のはなし（よこやまかんた）

ほしぞらのきょうりゅうたち（なかたみちよ）

あたらしくはいったほん

ほかにもあるよ♪

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☆

幼児おはなしかい

第４土曜日
９月２４日（土）１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

第１水曜日
９月３日（水）１０時３０分～
１階 親子読書室

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☆

幼児おはなしかい
第１水曜日
９月７日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

おはなしかい
第４土曜日
９月２４日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

日 時 ９月３０日まで ・開館時間内
場 所 藤原図書館 １階から２階への

スロープ壁面・展示ケース

橋本誠氏（日光市の陶芸家）の
作品を展示しています。

土の味わいと火の勢いの残る
陶芸作品を見に来てください♪

「橋本誠陶芸展」

工芸美術展

「ホッとひといき」をテーマにした
本を展示しています♪



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
アナベル・リイ／小池 真理子
殺人者の白い檻／長岡 弘樹
よって件のごとし／宮部 みゆき
その本は／又吉 直樹
空を駆ける／梶 よう子
見習医ワトソンの追究／鏑木 蓮
チンギス紀 １４／北方 謙三
財布は踊る／原田 ひ香
終活中毒／秋吉 理香子
腹を割ったら血が出るだけさ／住野 よる
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
読書会という幸福／向井 和美
死刑について／平野 啓一郎
帰ってきた日々ごはん １１／高山 なおみ
女性の覚悟／坂東 眞理子
４７都道府県・博物館百科／可児 光生
空想色鉛筆レッスン／おさだ かずな
日影のこえ／高木 瑞穂
土砂災害の疑問５５／日本応用地質学会災害地質研究部会
農業者になるには／大浦 佳代
和布で作るリュックとポシェット／ブティック社

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
～まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では

「秋」です。新しい季節に、新しい事にチャレンジして
みてはいかがでしょう？～

・世界一やさしい海釣り入門／西野 弘晃

・へたっぴさんのためのお絵描き入門／森永 みぐ

・ボルダリング入門／佐川 史佳

・大人のロードバイク入門／枻出版社

・山菜＆きのこ採り入門／大作 晃一

・オペラ入門／許 光俊

・羽生善治の将棋入門／羽生 善治

・車中泊入門／竹内 隆

・４８歳からのスマホ入門／リブロワークス

・絵手紙入門／花城 祐子

・タヌキ学入門／高槻 成紀

・短歌入門／秋葉四郎監修

・俳句入門／有馬朗人監修

・一生使える見やすい資料の

デザイン入門／森重 湧太

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
作家刑事毒島の嘲笑／中山 七里
とんこつＱ＆Ａ／今村 夏子
モノクロの夏に帰る／額賀 澪
紅だ！／桜庭 一樹
両手にトカレフ／ブレイディみかこ
ナイトシフト／香納 諒一
紙の梟／貫井 徳郎
プリズム／ソン ウォンピョン
ロンドン・アイの謎／シヴォーン・ダウド
夜の少年／ローラン・プティマンジャン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ゆっくり学ぶ／岸見 一郎
老いの品格／和田 秀樹
日光ハイキング案内／山と渓谷社
子どもの気持ちがわかる本／イザベル・フィリオザ
運動未満で体はととのう／長島 康之
よくわかる最新バイクの基本と仕組み／青木 タカオ
宇都宮「街力」を掘り起こせ！／桑原 才介
ＥＤＮＥ／ｊｕｎａｉｄａ
５文字で四字熟語／すとう けんたろう
地球、この複雑なる惑星に暮らすこと／ヤマザキ マリ

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
爆発物処理班の遭遇したスピン／佐藤究
ウェルカム・ホーム!／丸山正樹
鯉姫婚姻譚／藍銅ツバメ
号外!幕末かわら版／土橋章宏
紙の梟 ハーシュソサエティ／貫井徳郎
作家刑事毒島の嘲笑／中山七里
こいごころ／畠中恵
よって件のごとし三島屋変調百物語八之続／宮部みゆき

エドワードへの手紙／アン ナポリターノ
彼女の思い出/逆さまの森／J.D.サリンジャー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ミュージアムグッズのチカラ 2／大澤夏美
イーロン・マスクの面接試験／ウィリアム パウンドストーン

ひげの殿下日記／寛仁親王
桝太一が聞く科学の伝え方／桝太一
80歳の壁／和田秀樹
最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく／上野千鶴子
COJI COJI FAN BOOK ／さくらももこ
低温調理の教科書／今城敏
平安貴族サバイバル／木村朗子
命のねだん／吉永 千惠子


