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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　９：00～18：00

１０月

               … 休館日

「セリ・ナズナ…」と始まる春の七草。 同様に秋の七草があるのをご存じでしょうか？

「萩・桔梗・葛・藤袴・女郎花・尾花・撫子」。古くは万葉集に、山上憶良が歌に詠んだとさ

れています。「食して楽しむ春の七草。見て楽しむ秋の七草」と言われているようですが、

実は萩は垣根に、尾花（ススキ）は屋根に、また葛からでんぷんをとり、藤袴は乾燥させ

香りを楽しんだり‥と、先人の知恵が詰まった7種でもあるようです。

何もない時代の、古来の人々の「生活の知恵」ともいうべき素晴らしさを感じます。

。

マイチャレンジ実施中
２学期に入り、市内の中学２年生の職場体験

（マイチャレンジ）が行われています。

今市図書館でも、各学校の生徒さんが、

様々な図書館業務を体験します。

皆様のご理解・ご協力を

お願いいたします。

えほん・よみもの

まちのおばけずかん ハイ！／斉藤 洋

父さんのゾウ／ピーター・カーナバス

ほねほねザウルス26／カバヤ食品株式会社

あなたの恋をかなえます❤ダーク／みずの まい

こまったトイレ／まえだようこ

クモのシルバーくん／すみもと ななみ

チャコという犬がいた／たなか ちづみ

あなたにあいたい／宮野 聡子

アニマルバスともぐらバス／あさの ますみ

からっぽのにくまん／まつなが もえ

麦畑のみはりばん／ベス・フェリー

それいがいのほん

最強の城へタイムワープ／フルカワ マモる

自由を求めて冒険へ！／春間 豪太郎

なんで勉強するんだろう？／齋藤 孝

ＳＤＧｓのサバイバル／韓 賢東

さいとう ひろし

みやの さとこ

さいきょう しろ

じゆう もと ぼうけん はるま ごうたろう

とう

しょくひんかぶしきがいしゃ

べんきょう さいとう たかし

ハン ヒョンドン

むぎばたけ

ほかにもいろいろあるよ！



★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）向け～

☆ありんこおはなし会☆

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

（0288-53-5777）

１日（土）１４：００～

６日（木）・２０日（木）１０：３０～

図書館だより

ささもり こうべ はるま

笹森くんのスカート （神戸 遙真）
き としょしつ にしむら ゆり

消えた図書室 （西村 友里）
さいとう ひろし

まちのおばけずかん ハイ! （斉藤 洋）

ものがたり

日光図書館

ものがたりいがい

こんちゅうしょくじてん うちやま しょういち

めちゃうま!?昆虫食事典 （内山 昭一）
ようかい にゅうもん みずき

妖怪なんでも入門 （水木 しげる）
しょうがくせい でんきずかん てぃでぃじーでんきしどうかい

小学生からの電気図鑑 （TDG電気指導会）

2022年

あさくら せつ

スイッチョねこ （朝倉 摂）
とね さとえ

おおきくなったら、なんになる？ （刀根 里衣）

アイスゆうえんち （のし さやか）

えほん このほかにもたくさんあるよ！

今月は、読むだけで宇宙旅行を味わえる
またまた楽しい展示です☆
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。

あたらしくはいったほん

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

10月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

１０月１０日（月）～１０月１６日（日）
日光図書館は蔵書点検のため、臨時休館となります。
図書・雑誌の返却は、ブックポストをご利用ください。
CD、DVD、紙芝居、他自治体から借りた資料は、

壊れてしまう可能性があるため、
開館時に直接窓口までお持ちください。

※今市図書館・藤原図書館は、通常通り開館しております

今月の展示

本で宇宙旅行



※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。

１０月のイベント

〈えほん〉

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉

さい えんとうしせいかつ よこやまみつあき

１３歳からの３０００円投資生活（横山光昭）
せいびどうしゅっぱんへんしゅうしゃ

じぶんでよめるたべものずかん（成美堂出版編集社）
おやこ つく まかふしぎ

親子で作れる！摩訶不思議なサイエンススイーツ

ささもり こうべはるま

笹森くんのスカート（神戸遙真）
どうぶつびょういん

やまの動物病院（なかがわちひろ）
まじょ

魔女だったかもしれないわたし（エル・マクニコル）

わたなべともゆき

となりのホンドギツネ（渡邉智之）
ふじもと

どんぐりポーとどんぐりプー（藤本ともひこ）
はせがわ

ようかいのもり たぬきクリック（長谷川あかり）

あたらしくはいったほん

ほかにもあるよ♪

開館時間

日 月 火 水 木 金 土
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お問合せ：（0288）76-1203

藤原図書館カレンダー

10月

        …休館日

９：００～１８：００

蔵書点検のため、休館させていただきます。
休館中、図書・雑誌は返却ポストへお返し

いただけますが、ＣＤ・カセット・ＤＶＤ・ビデオ・

紙芝居は破損のおそれがありますので、

図書館の開館中にカウンターまで

ご返却をお願いいたします。

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

１０月１８日（火）～２４日（月）

特別整理期間のお知らせ

よろしくお願い
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☆

１０月５日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

２２日の「おはなしかい」は

蔵書点検のためお休みします

幼児おはなしかい
第１水曜日

「秋まんさい」をテーマにした
本を展示しています♪

おおた

（太田さちか）



〈電子図書館〉

【一般書】
信長の棺 上・下／加藤 廣
不滅のワイルズ／穂積 良洋
藁の楯／木内 一裕
流星ワゴン／重松 清
立川志らくまくらコレクション／立川 志らく
地図男／真藤 順丈
日光中宮祠事件／松本 清張
ソロモンの犬／道尾 秀介
小説エコエコアザラク／岩井 志麻子
千姫様／平岩 弓枝
【児童書】

南総里見八犬伝／滝沢 馬琴
パンどろぼう／柴田 ケイコ
ねこの町のホテルプチモンド／小手鞠 るい
てぶくろ／渡辺 節子
２０３０年のハローワーク／図子 慧
園芸少年／魚住 直子
なないろレインボウ／宮下 恵茉

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
競争の番人 2／新川 帆立
三世代探偵団 ４／赤川 次郎
孤立宇宙／熊谷 達也
フィールダー／古谷田 奈月
レッドゾーン／夏川 草介
家裁調査官・庵原かのん／乃南 アサ
新！店長がバカすぎて／早見 和真
越境刑事／中山 七里
本好きの下剋上 第５部【９】／香月 美夜
御留山／佐伯 泰英
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
阿川佐和子のこの噺家に会いたい／阿川 佐和子
森に暮らし、鳥になった人。／柳生 博
ムーミン谷のしあわせレシピ／トーベ・ヤンソン
「認知症の人」への接し方のきほん／矢吹 知之
高校生のための法学入門／内田 貴
金魚いろ×かたち謎解き図鑑／大森 義裕
社会保障のトリセツ／山下 慎一
明治文学の彩り／日本近代文学館
恐竜超世界ＩＮ ＪＡＰＡＮ／植田 和貴
死海文書／ジャン・ピエール・イスブ

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/

スマホや
タブレットで
お気軽に！

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ウクライナにいたら戦争が始まった／松岡 圭祐
おいしいごはんが食べられますように／高瀬 隼子
その意図は見えなくて／藤 つかさ
任俠楽団／今野 敏
汝、星のごとく／凪良 ゆう
夜の道標／芦沢 央
音楽が鳴りやんだら／高橋 弘希
Ｎ／Ａ／年森 瑛
愚か者同盟／ジョン・ケネディ・トゥール
アイダホ／エミリー・ラスコヴィッチ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
４７都道府県・博物館百科／可児 光生
女性の覚悟／坂東 眞理子
日本の駅前を訪ねて／福宿 光一
突然の介護で困らない！親の介護がすべてわかる本

／浅井 郁子
いくつになっても「骨」は育つ！／今泉 久美
はじめてのアラブごはん／小松 あき
農家が教える酢とことん活用読本／農文協
花と器の素敵な合わせ方／小川 典子
０歳から始める！英語絵本音読メソッド／小林 妙子
「私」という男の生涯／石原 慎太郎

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
三世代探偵団 4 ／赤川次郎
チンギス紀 14 ／北方謙三
素晴らしき国／小路幸也
越境刑事／中山七里
レッドゾーン／夏川草介
家裁調査官・庵原かのん／乃南アサ
晴明変生／森谷明子
新!店長がバカすぎて／早見和真
光を灯す男たち／エマ ストーネクス
子供が王様／デルフィーヌ ド ヴィガン
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
あなたのなつかしい一冊／池澤夏樹
しつこい不安が消えてなくなる本／上野清香
何を信じて生きるのか／片柳弘史
感覚過敏の僕が感じる世界／加藤路瑛
快適なトイレ／日本トイレ協会
ゆったりおしゃれな大人服／ブティック社
まるごとマンドリンの本／吉田剛士
47都道府県・城郭百科／西ケ谷恭弘
91歳。一歩一歩、また一歩。必ず頂上に辿り着く／道場六三郎

とちぎの野菜栽培史／川里宏


