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お問合せ：（0288）22-6216

   今市図書館カレンダー

12月

　　　…休館日

９：００～１８：００

「もういくつ寝ると…」と歌われるように、新しい年がそこまで来ています。
お正月の定番「羽根つき」の羽根についた黒い玉は、無患子（むくろじ）とい

う大木の種。「子どもに患いが無いように」と願いを込め、羽根つきをしてその
年の厄払いをしたようです。同様に、凧あげも「凧が高く上がるほど神様への願
い事が叶い、元気に育つ」と伝えられ、寒空の中で競うように天に向かって凧あ
げをしたものでした。

そういった姿が、今ではほぼ見られなくなりました。暖かい部屋でゲームが
現代の「当たり前」の姿なのでしょうか？寂しい気がします。

１２/２９(木)
～１／３(火)

年末年始休館とさせて頂きます。

返却本はブックポストをご利用ください。

なお、視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど）

紙芝居・大型絵本・日光市以外の図書館

からの借り受け資料は、開館日に直接

窓口にてご返却ください。

よろしくお願いいたします。

えほん・よみもの
みち／三浦 太郎

りんごのまほう／うえだ しげこ

ふゆのコートをつくりに／石井 睦美

ベランダのあの子／四月猫 あらし

おばけのひみつきち／吉田 純子

ぐうたら魔女ホーライ来る！／柏葉 幸子

星空としょかんのジュリエット／小手鞠 るい

それいがいの本
わくわく手芸部 4・5・6／ミカ

トンネルのサバイバル

／パク・ソンイ

睡眠の大研究／櫻井 武

超特大なぞなぞ

ウルトラ大冒険3515問

／平目 きらり

みうら たろう

いしい むつみ

しがつねこ

ま じょ く かしわば さちこ

ほしぞら こ で まり

よし だ じゅんこ

しゅげい ぶ

ちょうとくだい

だいぼうけん もん

ひらめ

すいみん だいけんきゅう さくらい たけし



ものがたり

ものがたりいがい

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

日 月 火 水 木 金 土
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お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

12月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

クリスマス、大掃除、年越しそば、正月、初詣
など、年末年始に関する本を集めました！
何を読んだらいいかわからない時は
こちらのコーナーをのぞいてみてください♪

～年末年始のお休み～
12月29日（木）～2023年1月3日（火）

からっぽのにくまん （まつなが もえ）
つぺら つぺら

ねずみさんのパンツ （tupera tupera）

クリスマスのおとしもの （えがしら みちこ）

だ が し や ぜにてんどう ひろしま れいこ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 18 （廣嶋 玲子）
ほしぞら こ でまり

星空としょかんのジュリエット （小手鞠 るい）
ち か としょかん

ひみつの地下図書館 3 （アビー ロングスタッフ）

ぜん だい じ てん えむえる

ディズニー全キャラクター大事典 （M.L.ダンハム）
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）
うちゅう りょこう てらぞの じゅんや

はじめての宇宙旅行ガイド（寺薗 淳也）



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

12月

        …休館日

９：００～１８：００

〈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

ほん はしづめだいさぶろう

さんすうの本（橋爪大三郎）
かんが たの ちず いまいずみたかゆき

考えると楽しい地図（今和泉隆行）

だいどころのたね（ひさかたチャイルド）

みうらたろう

みち（三浦太郎）

バーガーボーイ（まつおかめい）

こぎつねのとくべつなクリスマス（リチャード・ジョーンズ）

まじょ く かしわばさちこ

ぐうたら魔女ホーライ来る!（柏葉幸子）
ほしぞら こでまり

星空としょかんのジュリエット（小手鞠るい）

おねえちゃんって、ときどきなきむし!?（いとうみく）

ほかにもあるよ♪

幼児おはなしかい １２月７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♪

おはなしかい

１２月２４日（土）の「おはなしかい」は
「クリスマスかい」になります♪

新着ＣＤ入荷しました！
・ah-面白かった(吉田拓郎)・SOFTLY(山下達郎)
・early summer(小田和正)・Umity(Mrs.GREEN APPLE)
・歌謡紀行20(水森かおり)・ｻﾞ･ﾊｲﾗｲﾄ(Sexy Zone)
・福田こうへい ｼﾝｸﾞﾙ・ｺﾚｸｼｮﾝ(福田こうへい)
・佳山明生ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ(佳山明生)
・1st Love(なにわ男子) ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ﾌﾟﾚｲ(Creepy Nuts)
・HOPE/WISH(平井大) ・10th Anniversary Best(家入ﾚｵ)
・生活を愛せるようになるまで(くじら)
・ﾊﾘｰｽﾞ・ﾊｳｽ(ﾊﾘｰ･ｽﾀｲﾙｽﾞ)
・Un Verano Sin (ﾊﾞｯﾄﾞ･ﾊﾞﾆｰ)
・ｴﾌﾞﾘｼﾝｸﾞ・ｲｽﾞ・ｴﾌﾞﾘｼﾝｸﾞ＋7(ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ)
・朗読喫茶 噺の籠4(福山潤、緑川光、津田健次郎)
・ﾊﾗﾐ食堂DX Streetpiano Collection「おかわり」(ﾊﾗﾐちゃん)
・ｳﾀの歌 ONE PIECE FILM RED(Ado)
・BEAUTIFUL WORLD(葉加瀬太郎)
・N響吹奏楽（NHK交響楽団） ・NHKみんなのうた60～YELL～
・ﾐｯﾌｨｰ夢見るｼﾈﾏ＆ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ﾒﾙﾍﾝ＆ﾄﾞﾘｰﾑ･ｿﾝｸﾞ

読み聞かせボランティア
ピンコロさんによる

たのしいクリスマス会です♪
クリスマスプレゼントもあるよ！

ぜひ、ご参加ください☆

日 時 １２月２４日（土）
１３時３０分～

１４時３０分
２階視聴覚室

定 員 １５名（先着順）
費 用 無料
申 込 藤原図書館 窓口

またはお電話
７６－１２０３

新着ＤＶＤ入荷しました！

（日本）・護られなかった者たちへ ・腕に覚えあり1
・鳩の撃退法 ・ﾊﾆｰﾚﾓﾝｿｰﾀﾞ
・先生、私の隣に座っていただけませんか?

（外国）・ｱﾝﾁｬｰﾃｯﾄﾞ ・ｻﾞ･ﾊﾞｯﾄﾏﾝ
・ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ ﾉｰ・ｳｪｲ・ﾎｰﾑ
・/ﾄﾞﾘｰﾑﾌﾟﾗﾝ ・ｳｴｽﾄ・ｻｲﾄﾞ・ｽﾄｰﾘｰ

（アニメ）・映画おしりたんていｽﾌｰﾚ島のひみつ
・私ときどきﾚｯｻｰﾊﾟﾝﾀﾞ ・ﾊﾞﾝﾋﾞ
・漁港の肉子ちゃん
・ちいさなﾌﾟﾘﾝｾｽｿﾌｨｱ にんぎょのともだち

（児童教養）・恐竜超伝説劇場版ﾀﾞｰｳｨﾝが来た!
・BabyBus うたってあそぼう!



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。）

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
水底のスピカ／乾ルカ
警察医の戒律／直島翔
小説家の一日／井上荒野
吉原と外／中島要
老害の人／内館牧子
喫茶とまり木で待ち合わせ／沖田円
われ去りしとも美は朽ちず／玉岡かおる
君といた日の続き／辻堂ゆめ
闇の聖域／佐々木譲
パラディーソ／ホセ レサマ=リマ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
これでよゆうの晩ごはん／暮しの手帖編集部
自分でできるファミリーヒストリーを調べよう! ／吉田富美子

栃木カフェ時間／ゆたり編集室
はじめてパパになる本／今田義夫
にゃんこ四字熟語事典／西川清史
世界の幻想的な風景／MdN編集部
サルタヒコのゆくえ／戸矢学
中村吉右衛門舞台に生きる／中村吉右衛門
とりあえずお湯わかせ／柚木麻子
湊かなえのことば結び／湊かなえ

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ＵＬＴＩＭＡＴＥ ＥＤＩＴＩＯＮ／阿部 和重
サブスクの子と呼ばれて／山田 悠介
ゆれる階／村松 友視
十三夜の焰／月村 了衛
プリテンド・ファーザー／白岩 玄
モノガタリは終わらない／モノガタリプロジェクト
爆弾犯と殺人犯の物語／久保 りこ
我、鉄路を拓かん／梶 よう子
野原／ローベルト・ゼーターラー
フローリングのお手入れ法／ウィル・ワイルズ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
１８歳からはじめる情報法／米丸 恒治
“他人の目”を気にせず動ける人の考え方／堀田 秀吾
『吾妻鏡』にみるここがヘンだよ！鎌倉武士／羽生 飛鳥
「勉強法のベストセラー１００冊」のポイントを１冊にまとめてみた。

／藤吉 豊

炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典／竹並 恵里
建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本／大野 裕次郎

ＪＴＢの鉄道旅地図帳／ＪＴＢパブリッシング
川崎誠二のちいさな木彫り／川崎 誠二
朝日新聞記者の書く力／真田 正明
怖い家／沖田 瑞穂

＜今市図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
第二開国／藤井 太洋
サブスクの子と呼ばれて／山田 悠介
ゆれる階／村松 友視
吹上奇譚 第４話／吉本 ばなな
十三夜の焰／月村 了衛
プリテンド・ファーザー／白岩 玄
モノガタリは終わらない／モノガタリプロジェクト
清浄島／河崎 秋子
犬を盗む／佐藤 青南
鉄道小説／乗代 雄介 他
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

６０代ひとり暮らし明るく楽しく生きる術。／Mimi 
はじめての金融リテラシー／奥田 真之
病気がみえる vol.15 ／医療情報科学研究所
幸せな人生のしまい方／ニチリョク
あなたのまわりの「高齢さん」の本／佐藤 眞一
奇天烈トロッコ／青森 恒憲
子育て３６５日／親野 智可等
親不孝介護／山中 浩之
女人京都／酒井 順子
徳川家康４８０年の孤独／宮崎 正弘
「感じがいい人」の行動図鑑／大野 萌子

本年も日光市立図書館をご利用
いただき、ありがとうございました。

令和の時代になり、コロナという恐怖、戦争や
テロ、そしてお亡くなりになった偉大な方々—。
世界中では様々なことが起こり、今年もまた
手放しで喜べる「いい一年」だったとは言えな
いのではないでしょうか？
令和５年は一体どんなことが、我々を待ち受け
ているのでしょうか。

新しい年が、皆様にとって良い年になりますよ
う心よりお祈り申し上げます。

スタッフ一同


