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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

１月

　　　…休館日

今市図書館

図書館だより
新年明けましておめでとうございます。本年も、どうぞよろしくお願いいたします

2023年

１月

今年の干支は「うさぎ」。キャラクターにもなりやすい可愛い姿を想像し
ますが、元来「卯」と「兎」は全く関係がないようです。
中国の漢詩によると、十二支とは「子」は芽吹き「丑・寅・・・」と順に
成長し、「戌」で枯れ「亥」で元の種子へ戻って再び「子」へ…と巡ってい
く意味もあるそうです。
「十二支」と「干支」も厳密には違うようです。１２の動物たちの順番争
いの話を子どもたちはとても面白がり、「なるほど」と思う作りになってい
ますが…。
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2月11日（土・祝）
今市図書館は

館内設備点検のため臨時休館と
させていただきます。
皆様のご理解・ご協力をお願い致します。

なお、日光図書館・藤原図書館は
通常どおり開館しております。

ひ・る・ご・は・ん！／武田 美穂

でんしゃがきた！／石橋 真樹子

ガオガオきょうりゅうのよる／たるいし まこ

地下室の日曜日／村上 しいこ

動物探偵ミア １２／ダイアナ・キンプトン

おばけのアッチ チとキがいない！／角野 栄子

ほしとそらのしたで／矢崎 節夫

からだ／Gakken

ほんとうにあったふしぎな話

１ ミイラのなぞ

2 ナスカ地上絵のなぞ

3 ヒマラヤの雪男のなぞ ／桜井 信夫

未来の食べもの大研究／石川 伸一

くまくんとふわふわくん／武田 美穂

ねこくんのゆきあそび／はせがわ さとみ



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
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お問合せ：（0288）53-5777

日光図書館カレンダー

1月

　　　…休館日（月曜休館・祝日開館）

９：００～１８：００

今月の展示

～手紙物語～

今月の展示は、手紙にまつわる本です。
手紙が出てくる物語、オシャレな切手などの
本もあります。
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♪

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）

場所：日光図書館 おやこどくしょしつ

1月のおはなし会

ポレポレゆきのなか （たしろ ちさと）
やまもと たかし

おばけのしかえし （山本 孝）

あかりのともるおうち （アダム トレスト）

ひ

ねことわたしのまほうの日 （かわしま えつこ）
まじょ いとう みちこ

にわか魔女のタマユラさん （伊藤 充子）

ナナカラやまものがたり １～３ （どい かや）

か めいげん き さ く ま ひろし

きみを変える５０の名言 ３期[１] （佐久間 博）
いろ ずかん いんじぇくたー いー

すごすぎる色の図鑑 （ingectar‐e）
きょうかしょ おんがくか でんき

教科書にでてくる音楽家の伝記 （ひの まどか）

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～

・１月５日（木）

・１月１９日（木）

時間はどちらも１０：３０～

ありんこおはなし会

・１月７日（土）

・１月２１日（土）

時間はどちらも１４：００～

図書館だより

年

日 光 図 書 館

本年もよろしくお願い申し上げます

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。



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

1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

くろだながまさ かくこうぞう

黒田長政（加来耕三）

トンネルのサバイバル（パク ソンイ）
かいけつ ブック あつみこうた

こどもモヤモヤ解決ＢＯＯＫ（熱海康太）

うえだ こ

ケーキのずかん（植田まほ子）
やまむらこうじ

どきどきキッチンサーカス（山村浩二）
はな かわたさん

ウマと話すための７つのひみつ（河田桟）

しりつたんけんかがくえん さいとうりん

私立探検家学園１（斉藤倫）
きゅうしょく きさらぎ

給食アンサンブル２（如月かずさ）
まじょ いとうみつこ

にわか魔女のタマユラさん（伊藤充子）

ほかにもあるよ♪

ブ ッ ク ラ ン ド

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☆

１月１１日（水）
１０時３０分～
１階 親子読書室

幼児おはなしかい

１月２８日（土）
１３時３０分～
２階 視聴覚室

おはなしかい

今月の「幼児おはなしかい」は
第２水曜日になります♪

昨年中は

藤原図書館を

ご利用いただき

ありがとう

ございました

今年もどうぞ

よろしく

お願いいたします

「成人・卒業 新たな一歩を

踏み出す方へ」に関する本を

展示しています♪



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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ひとり旅日和【４】福招き！／秋川 滝美
みみそぎ／三津田 信三
私のことだま漂流記／山田 詠美
教誨／柚月 裕子
ＰＤ検察の犬たち／荒木 源
貸本屋おせん／高瀬 乃一
首ざむらい／由原 かのん
黒石（新宿鮫 １２）／大沢 在昌
犬小屋アットホーム！／大山 淳子
旅行鞄のガラクタ／伊集院 静
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
別れても相続人／寺門 美和子
花札を初めてやる人の本／大石天狗堂
日本の城１０５５／大野 信長
「特攻」を子どもにどう教えるか／山元 研二
図説徳川家康と家臣団／小川 雄

２０２３年日本はこうなる／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
絵手紙は人生へのラブレター／安達 アツ子
絵になる街と建築／山田 雅夫
オタク六法／小林 航太

天声人語 ２０２２秋／朝日新聞論説委員室

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/

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。

＜電子図書館＞

一般書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
豹変／今野 敏
三毛猫ホームズの恋占い／赤川 次郎
ＭＩＳＳＩＮＧ／本多 孝好
ぼぎわんが、来る／澤村 伊智
ダイブ!！ 上・下 ／森 絵都
夢をかなえるゾウ １・２ ／水野 敬也
ニキ／夏木 志朋
ｋ．ｍ．ｐ．の、旅したくてぐるぐる。／ｋ．ｍ．ｐ
祥子さんこの知恵、いただきます／村上 祥子
栃木 カフェ時間こだわりのお店案内／ゆたり編集室
児童書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
決定版 まんが日本昔ばなし１０１／川内 彩友美
病院図書館の青と空／令丈 ヒロ子
はなかっぱとひのかっぱ／あきやま ただし
つくしちゃんとおねえちゃん／いとう みく
あの空はキミの中 Play ball never cry! ／舞原 沙音
もったいないことしてないかい／真珠まりこ
未来の乗り物図鑑／スーツ

宇宙においでよ！／野口 聡一

＜藤原図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
教誨／柚月 裕子
写楽女／森 明日香
ジャクソンひとり／安堂 ホセ
ビューティフルからビューティフルへ／日比野 コレコ
タングル／真山 仁
連鎖／黒川 博行
蛍と月の真ん中で／河邉 徹
麻阿と豪／諸田 玲子
鏡の迷宮／エリック・フアシエ
時ありて／イアン・マクドナルド
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
コンピュータはなぜ動くのか／矢沢 久雄
中世イングランドの日常生活／トニ・マウント
１冊目に読みたいＤＸの教科書／荒瀬 光宏
「国の借金は問題ない」って本当ですか？／森永 康平
身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本／かきもち
ゼロから学ぶはじめてのＷｏｒｄＰｒｅｓｓ／泰道 ゆりか
「おいしい」を経済に変えた男たち／加藤 一隆
Ｂリーグ公式ガイドブック ２０２２－２３／文藝春秋
教養としての「ラテン語の授業」／ハン ドンイル
湊かなえのことば結び／湊 かなえ

＜日光図書館＞

小説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
おもみいたします／あさのあつこ
本の幽霊／西崎憲
葵のしずく／奥山景布子
秋麗／今野敏
赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 ／青柳碧人
黒石 新宿鮫12 ／大沢在昌
ニャタレー夫人の恋人／菊池良
ゴッホの犬と耳とひまわり／長野まゆみ
銀座「四宝堂」文房具店／上田健次
惑う星／リチャード パワーズ
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
ぼくたちが知っておきたい生理のこと ／博多大吉
不安ちゃんの正体／岩田千佳
大失敗から生まれたすごい科学／齋藤勝裕
イタリアの美しい村を歩く／中山久美子
図書館司書32人が選んだ犬の本棚／高野一枝
もしあと1年で人生が終わるとしたら? ／小澤竹俊
満月珈琲店のレシピ帖／桜田千尋
鎌倉殿の13人完結編／三谷幸喜
五〇人の作家たち／岡山典弘
おっぱい2つとってみた／阿久津友紀


