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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

11月

　　　…休館日

明治５年、日本初の鉄道が新橋・横浜間に開業して 今年で１５０年。当時の

人々は黒い煙を吐いて動く「鉄の塊」にどれだけ驚いたことでしょう。この少

し前の明治2年には、東京と横浜の間の電信線架設工事が始まり、これが「電

話」の始まりとされています。遠くの人の声が線に乗ってくるということに、

驚くより「？」だったのではないでしょうか。

「江戸」が「東京」と呼び名を変え、刀を差した着物姿にちょんまげの時代

から、現代の原型ともいうべき時代への変貌。その時代に生きた人々は、どれ

ほどの驚きで生きていたのでしょうか。本人たちにしかわからない体験を、

ちょっとしてみたい気もします。

１９４７年から始まった
「読書週間」。期間は
文化の日を挟んだ２週間と、
決して長くはありませんが、
この機会にぜひ「お気に入り」の一冊を
見つけてみませんか？
少し寂しい気持ちになる秋の夜長に
彩りを添えてくれるかもしれません。

読書週間
１０月２７日(木)

～１１月９日(水)えほん・よみもの

おばけとしょかん 【２】／斉藤 洋

保健室経由、かねやま本館。５／松素 めぐり

オレのジタバタ記／常 新港

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １８／廣嶋 玲子

こはなへようこそ！／落合 由佳

そうなのよ／内田 鱗太郎

くろ／きくち ちき

たすけてー／りとう ようい

それいがいのほん

科学はこのままでいいのかな/中村 桂子

苦手から始める作文教室／津村 記久子

アートって何だろう／中島 裕司

岡倉天心と思想／大久保 喬樹

もやもやラボ／シオリーヌ

世界の魔よけ図鑑／三国 信一

さいとう ひろし

ほ けん しつ けいゆ ほんかん まつもと

だ が し や ぜにてんどう ひろしま れいこ

おちあい ゆ か

ちゃん しんがん

うちだ りん た ろう

かがく なかむら けいこ

なん なかじま ひろ し

にが て はじ さくぶん きょうしつ つ むら き く こ

おかくらてんしん し そう おお く ぼ たか き

せ かい ま ずかん みくに しんいち



ねん くみ よしの まりこ

5年1組ひみつだよ （吉野 万理子）
さいとう ひろし

おばけとしょかん ２ （斉藤 洋）
ほしくず はやし

星屑すぴりっと （林 けんじろう）

ものがたり

ものがたりいがい

き こわ はなし つるた のりお

みんなから聞いたほっこり怖い話 ３ （鶴田 法男）
じゅうじょう

アントナン・カレーム （十常 アキ）
かがく なかむら けいこ

科学はこのままでいいのかな （中村 桂子）

やま ひつじ いいの かずよし

ぼくとお山と羊のセーター （飯野 和好）
すえざき しげき

わんぱくだんのバスごっこ （末崎 茂樹）
しばた

パンしろくま （柴田 ケイコ）

えほん
このほかにもたくさんあるよ！

ブックランド
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

11月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

★

冬に向けて何を準備する？
そんな疑問を解決してくれる本が

たくさん集まりました！
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。

～臨時休館のお知らせ～

令和４年１１月２３日（水・祝）

日光庁舎自家用電気工作物保安管理に伴う
年次点検のため

日光図書館は臨時休館いたします。

なお、今市図書館・藤原図書館は
通常どおり開館していますので、ご利用ください



〈えほん〉

〈ものがたり〉

〈ものがたりいがい〉

あたらしくはいったほん

めいれっしゃとうしずかん まつしまこういちろう

名列車透視図鑑（松島浩一郎）
はんひょんどん

ＳＤＧｓのサバイバル（韓賢東）
し い ぜっけいずかん ますだあきよ

知りたい!行ってみたい!なぞとき絶景図鑑（増田明代）

ここからおいしいよかんがするよ（たな）

アンパンマンとらんぼうや（やなせたかし）
まるやませいじ

ひめさま！じいがかぜをひいたでござる（丸山誠司）

じけんぼ ひがしのけいご

ガリレオの事件簿１（東野圭吾）
さん

三まいのはがき（おくやまゆか）
（） ぬかがみお

ラベンダーとソプラノ（額賀澪）

ほかにもあるよ♪

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

11月

        …休館日

９：００～１８：００

１１月のイベント

第７６回 読書週間
標語「この、一冊にありがとう」
１１月９日（水）まで

企画展「そろそろ冬じたく」（一般・児童）

今月の企画展



＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
クロコダイル・ティアーズ ／雫井脩介
奇跡を蒔くひと／五十嵐貴久
切腹屋／岩井三四二
いけない 2 ／道尾秀介
はぐれんぼう／青山七恵
濱地健三郎の呪える事件簿／有栖川有栖
首切り島の一夜／歌野晶午
仕掛島／東川篤哉
イコトラベリング1948-／角野栄子
真夜中の密室／ジェフリー ディーヴァー
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
90歳になっても、楽しく生きる／樋口恵子
レンズが撮らえた幕末日本の事件史／日本カメラ博物館
私らしく、働くということ／主婦の友社
プロ建築士が絶対しない家の建て方／印南和行
メガネの歴史／ジェシカ グラスコック
ハラヘリ読書／宮田ナノ
「ハンドメイド」で稼ぎたくなったら読む本／bon bon cherryハイジ

あしたの防災学／神沼克伊

毒の恋／井出智香恵
瓢簞から人生／夏井いつき

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
クロコダイル・ティアーズ／雫井 脩介
かんむり／彩瀬 まる
たとえば、葡萄／大島 真寿美
ドラゴンズ・タン／宇佐美 まこと
その本は／又吉 直樹
腹を割ったら血が出るだけさ／住野 よる
女人入眼／永井 紗耶子
あなたの教室／レティシア・コロンバニ
太陽が死んだ日／閻 連科
「幸せの列車」に乗せられた少年／ヴィオラ・アルドーネ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
文系のためのめっちゃやさしい人工知能／松原 仁
１ステップで気分があがる↑気持ちのきりかえ事典／大野 萌子

世界の偉大な日記図鑑／ＤＫ社
年寄りは本気だ／養老 孟司
恐竜超世界ＩＮ ＪＡＰＡＮ／植田 和貴
「酢」のレシピ／有元 葉子
ザ・ダークパターン／仲野 佑希
創作折り紙発想と技法／川畑 文昭
プロだけが知っている小説の書き方／森沢 明夫
瓢箪から人生／夏井 いつき

１０月の各館蔵書点検におきましては、
皆様にご不便・ご迷惑をおかけしました。

一般企業の「棚卸」に値するこの点検は
データ上の資料の有無と、実際の有無を
照らし合わせるもので、一年に一度、毎年
行っております。

今後とも、皆様のご理解・ご協力をを
お願い致します。

日光市立今市図書館
日光図書館
藤原図書館

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
濱地健三郎の呪える事件簿／有栖川 有栖
あなたへの挑戦状／阿津川 辰海
首切り島の一夜／歌野 晶午
虎のたましい人魚の涙／くどう れいん
はぐれんぼう／青山 七恵
リバー／奥田 英朗
夏日狂想／窪 美澄
しろがねの葉／千早 茜
仕掛島／東川 篤哉
探偵と家族／森 晶麿
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
超訳芭蕉百句／嵐山 光三郎
火葬場奇談／下駄 華緒
鎌倉殿の１３人 後編／三谷 幸喜
交通事故保険金のカラクリ／山下 江
使えてますか？スマホ／岡嶋 裕史
日本の仏様ご利益事典／塩入 法道
サルタヒコのゆくえ／戸矢 学
１８歳までに知っておきたい法のはなし／神坪 浩喜
農協の闇／窪田 新之助
世界一役に立たない育児書／かねもと

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/


