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宮っこが語る、読書

■我が心の師、ブラウン博士
　私は幼少のころから筋金入りの理系だったので、本は読みましたがほとんどすべて科学や工作に関するもので、
物語をほとんど読みませんでした。中学生のとき、新潮文庫の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（全三巻）を
買いました。これは私がはじめて自分の意志で買った小説です。私が科学者を目指すきっかけを与えてくれた作品
でした。奇人のブラウン博士は社会常識がまるで通用せず、子どものように天真爛漫ですが、圧倒的な科学力で素
晴らしい発明を次々にしていきます。

宇都宮愉快市民
イグノーベル賞受賞者 栗原　一貴 さん

くり はら かず たか

　1978年栃木県生まれ。2007年東京大学大学院情報
理工学系研究科コンピュータ科学専攻博士課程修了。
日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て同年、独立行
政法人産業技術総合研究所研究員、2013年より同、主
任研究員。2014年より津田塾大学学芸学部情報科学科
准教授。 

くわしくは
こちら

くわしくは
こちら

くわしくは
こちら

　自分が話した言葉を少し遅らせて聞かせること
で、その人の発話を妨害する装置。会話のマナー
やルールの制御、プレゼンテーションの訓練など
に活用することも検討している。

イグノーベル賞とは

2012年度イグノーベル賞（音響学賞）受賞作
「ｓｐｅｅｃｈ　ｊａｍｍｅｒ」

　1991 年に創設。世界中の様々な分野において「人々
を笑わせ、そして考えさせてくれる研究」に贈られる賞。

　しかしブラウン博士の作るものには社会的価値という基準がなく、一般にはくだらないと思われるものや、なん
の役に立つのかわからないものが多くあります。彼を突き動かすのは全て、純粋な知的好奇心なのです。
　みなさん、どうか彼のような科学者を見つけても咎めたりしないでください。科学の存在意義は真理の探求とそ
の結果としての常識の打破であり、そのためには時に非常識さや非効率が必要なのです。 
　蛇足ですが、本作品の第三巻は主人公のマーフィーたちが西部開拓時代にタイムスリップする話です。
　マーフィーはイギリスに由来のある自分の先祖に出会い、「イングランド訛りがありますね」と話すシーンがあ
ります。小説ではその訛りが東北方言として表記されており、幼心に強烈な違和感があったことを鮮烈に覚えてい
ます。翻訳文学は難しいですね。

とが
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そのほかのクイズは
こちら

そのほかのクイズは
こちら

そのほかのクイズは
こちら

クイズ★宇都宮マメ知識クイズ★宇都宮マメ知識クイズ★宇都宮マメ知識
いきなりですが、あなたはどれだけ答えられる？

❶　2008年の洞爺湖サミットで会場を飾った宇都宮産の建築材料は何？
❷　ＪＲ宇都宮駅西口にある「餃子像」は何をモチーフにしているか？
❸　大谷石の岩壁に手彫りされた大谷にある平和観音の高さは何メートル？
❹　市内で生産されている「プレミアム１３」というブランド名の農産物は？
❺　「ふるさと宮まつり」が初めて催されたのはいつ？
❻　10月に宇都宮森林公園近辺で行われる自転車ロードレースの名前は？　　
❼　宇都宮城に初めて宿泊した徳川将軍は誰？
❽　全国に先駆けて地域活性化と合コンを目的として始まったイベントは？
❾　宇都宮環状道路（宮環）の1周の長さは、鉄道の何線とほぼ同じ？
　宇都宮で生まれたフルーツ風味の牛乳は何という名前？

　答は最後のページにあります。
また、詳しい解説は『宮のもの
知り達人検定公式テキストブック』
(下野新聞社 )に載っています。
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おいしい餃子が食べたい
たっぷりのお湯で
ゆでること。
一度にたくさん
入れすぎない。

油がなじんだら
水を入れて蒸し焼きに。
仕上げに油を入れると
香ばしくなります。

『秘訣は官民一体
　ひと皿200円の町おこし』
　五十嵐幸子／著（小学館）

プロの味を食べたいときは
「宇都宮餃子会」の
ホームページへ

プロの味を食べたいときは
「宇都宮餃子会」の
ホームページへ
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餃子に関する
本はこちらから
餃子に関する
本はこちらから
餃子に関する
本はこちらから

宇都宮餃子誕生秘話宇都宮餃子誕生秘話

水餃子のポイント

焼き餃子のポイン
ト
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●『遠雷』立松和平／著　河出書房新社
　雑木林、田んぼや川…ずっとあるものと思っていた風景が、工業団地
に変わり都市化していく。抗うように主人公満夫はビニールハウスで農
業を続けようとするが…。宇都宮市出身の作者による、野間文芸新人賞
受賞作。

●『火車』宮部みゆき／著　双葉社
　休職中の刑事に、失踪した婚約者の行方を捜してほしいと依頼があった。調べていくうちに、婚約者の出身地
が宇都宮であることや、不可解な事実が判明していく。小説とは思えないほどリアルな怖さがせまる！山本周五
郎賞受賞。

●『祖母、わたしの明治』志賀かう子／著　北上書房
　小さい頃に母親を亡くし、東京で暮らしていた著者と兄妹が、宇都宮で開業医を
していた祖母に育てられる。日本エッセイストクラブ賞受賞。

●『アコさんの今日もごちそう日和』伊能勢敦子／著　産業編集センター
　宇都宮市在住の料理家、エッセイストの一冊。著者の幼少期から現在までのエピ
ソードの中には懐かしい宇都宮の姿も。丁寧な暮らしぶりにあこがれます。

宇都宮がステージ

　
『宇都宮本　宇都宮市を愛してやまない今まで無かった街ラブ本。』
枻出版社／編・発行
　宇都宮の名所やスポットなどを紹介した、大人のための宇都宮ガイド
ブック。この一冊で宇都宮通になれること間違いなし。

　

『阪急電車』有川浩／著　幻冬舎
　片道15分の電車内で繰り広げられる様々な人間ドラマ。乗り合わ
せた乗客の人生が少しずつ交錯し、物語を紡いでいく。人生がいとお
しく感じられる一冊。

　

『月光浴』石川健治／写真　小学館
　満月の光だけで撮影され、凛とした静けさの中からも躍動感が感じられ
る一冊です。

待ち時間を過ごすとき

宇都宮を舞台にした
本のリストはこちら
宇都宮を舞台にした
本のリストはこちら
宇都宮を舞台にした
本のリストはこちら

日常のスキマ時間に
読みたい本はこちら
日常のスキマ時間に
読みたい本はこちら
日常のスキマ時間に
読みたい本はこちら

病院待合室編

カフェ編

駅 舎 編
旅立つあなたに、また、通勤のお供に、
お手軽サイズの文庫本はいかがですか

日常の中の束の間の休息、コーヒーの香りを
楽しみながらページをめくってみよう

緊張と忍耐の時間だからこそ、
リラックスできる本を手にとってみませんか
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図書館には、何がある？

■中央図書館【地域資料コーナー】
　宇都宮の明治期の地形図など、一般では入手しにくい資料を
収集・提供しています。
　また、『下野新聞』などの地方新聞や『朝日新聞』『毎日新聞』『読
売新聞』の栃木版をマイクロフィルムや縮刷版、ＣＤ－ＲＯＭ・
ＤＶＤ－ＲＯＭの形態で保存しており、過去の新聞記事の閲覧・
複写ができます。

■東図書館【うつのみやブランドコーナー】
　「100年後の宇都宮に残したい」をコンセプトに、宇都
宮餃子、宇都宮のプロスポーツチーム、大谷石、自転車、
宮染めなど、宇都宮の文化や工芸品等に関する書籍・雑
誌・リーフレットなど様々な資料を収集・提供していま
す。宇都宮餃子や餃子のお菓子などのパッケージも40種
類以上あります。

本だけじゃない！図書館のコレクション

図書館の蔵書の
検索は、こちら
図書館の蔵書の
検索は、こちら
図書館の蔵書の
検索は、こちら

図書館にあるものは…

図書館を使った人は…

本、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤ、相談できる図書館員、
参加できるいろいろなイベント

本、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤ、相談できる図書館員、
参加できるいろいろなイベント

本、雑誌、ＣＤ、ＤＶＤ、相談できる図書館員、
参加できるいろいろなイベント

調べものの相談にのってもらい、
資料を見つけられた

ビブリオバトルの
熱い戦いに

聞き入ってしまった

外国人の友人に、
日本文化を
説明できる本が
見つかった

子どもと一緒に
おはなし会に参加して、
楽しい思い出ができた
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これまでのビブリオバトル「チャンプ本」からこれまでのビブリオバトル「チャンプ本」からこれまでのビブリオバトル「チャンプ本」から
　本を使ったゲーム、ビブリ
オバトル。誰でも参加でき、
ルールも簡単。
　全国の家庭や学校、イベン
ト会場などで開かれ、静かな
ブームになっています。
　南図書館では、年２回ビブ
リオバトルを行っています。
　あなたも、のぞいてみませ
んか。

書評合戦書評合戦書評合戦

ビブリオバトルビブリオバトル
①発表者は、１人５分間で、自分のおすすめの本を紹介。
②そのあと、その本について２～３分の質問タイム。
③全員の発表・質問タイム終了後、一番読みたくなった本「チャンプ本」を多数決で決定。

ビブリオバトルのルール

（参考：ビブリオバトル公式ウェブサイトhttp://www.bibliobattle.jp/）

石井裕之／著　祥伝社

カタログハウス／編・発行

平野彧／著　随想舎

びっくり !!
昔の人の悩みはコレだ！ 戦時中、大谷にあった

地下工場の話。

心を強くしたい人へ。
心が軽くなる本。
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子どもたちにとって大好きな人に本を読んでもらうことは、心身の成長にも大切なこと。
読み聞かせの時間は宝物です。本を通して心を通わすひとときをすごしませんか？
　　　♡♡♡いちばん大切なのは　⇒　子どもと一緒に楽しむこと

楽しい子どもへの読み聞かせ ～ご家庭で、地域で、子どもたちとふれあいの時間を～

　保護者の方が、小さいお子さまといっしょに、図書館を
ゆっくり楽しめる時間を作りました。
　0・1・2歳児向けのおはなし会の日の、10時30分から
12時30分までです。
　
　赤ちゃんや、小さい子の声で少しにぎやかになることも
ありますが、温かい目で見てあげてください。
　一般の方も、保護者の方も、お互いに思いやりをもって
過ごせる時間になるといいですね。

あかちゃんタイム ～子どもと一緒に図書館へ～

　図書館では、読み聞かせボランティアの
協力を得て、年齢別のおはなし会を開催し
ています。本の選び方などのご相談にもお
応えします。ぜひ、お近くの図書館に遊び
に来てください！　　
　場所や日程など、詳しくは図書館のホー
ムページをご覧ください。

おはなし会の
ページへ

おはなし会の
ページへ

おはなし会の
ページへ

おはなし会　やってるよ～おはなし会　やってるよ～おはなし会　やってるよ～

0 歳から、
図書館のカードが作れます。

子ども用のデザインも選べます。
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　あなたのお近くに、外国人のお知り合いはいませんか？
　図書館では、外国語ボランティアの協力を得て、「英語」
「中国語」「韓国語」「スペイン語」の利用案内や利用カー
ド登録用の申込書などを用意しています。また、外国人
に日本を紹介するための本は、日本人の語学学習にも使
えます。

　外国語図書、洋雑誌、英字新聞だけではなく、無料で
使えるインターネットパソコンの利用や、東図書館で毎
月開かれる英語で楽しむおはなし会への参加など、楽し
み方がいろいろありますので、一人で・家族と・友人と
ぜひお出かけください。

外国人の方へのサービス

多文化サービスの
ページへ

多文化サービスの
ページへ

多文化サービスの
ページへ
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調べものに ! 読書に !　市内の図書館のご案内

〒320-0845
宇都宮市明保野町7番57号
TEL 028-636-0231
FAX 028-639-0740
e-mail：tosyokan@lib-utsunomiya.jp
休館日：金曜日、毎月第３火曜日、
年末年始、特別整理期間

中央図書館

〒321-0968
宇都宮市中今泉3丁目5番1号
TEL 028-638-5614
FAX 028-638-5791
e-mail：higashi@lib-utsunomiya.jp
休館日：月曜日、毎月第３木曜日、
年末年始、特別整理期間

東図書館

〒321-0121
宇都宮市雀宮町56番地1
TEL 028-653-7609
FAX 028-653-7619
e-mail：minami@lib-utsunomiya.jp
休館日：月曜日、毎月第３木曜日、
年末年始、特別整理期間

南図書館

〒321-0414
宇都宮市中里町182番地1
TEL 028-674-1123
FAX 028-674-1120
e-mail：kamikawachi@lib-utsunimoya.jp
休館日：月曜日、毎月第３木曜日、
年末年始、特別整理期間

上河内図書館

〒329-1105
宇都宮市中岡本町3397番地
TEL 028-673-6782
FAX 028-673-6783
e-mail：lib.kawachi@sound.ocn.ne.jp
休館日：月曜日、毎月第３木曜日、
年末年始、特別整理期間
※8月は全日開館

河内図書館 栃木県立図書館

調べものの強い味方
県立図書館もあります

〒321-0414
宇都宮市塙田1丁目3番23号
TEL 028-622-5111
FAX 028-624-7855
e-mail：tochilib@lib.pref.tochigi.lg.jp
HP：http://www.lib.pref.tochigi.lg.jp/
休館日：月曜日、毎月第４木曜日、
年末年始、館内整理期間

いろいろな場所の図書館を利用してみてください。

▲宇都宮市立図書館ホームページ　http://www.lib-utsunomiya.jp/
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　図書館は遠い、開館時間が合わない、駐車場が混んでいる。だから、図書館は利用しにくい…そんな理由で利用
をあきらめていませんか？
　「生涯学習センター（地区市民センター・市民活動センター）」「コミュニティプラザ」「ブランチ」といっ
た、合わせて17か所の市の施設で図書館の利用カードが使えて、年末年始以外は毎日開いているところもたくさ
んあります。図書館で借りてセンターに返す。ホームページから予約してセンターで借りる。そんな使い方が自在
にできるほか、施設内の図書室も利用できます（ブランチは、窓口のみで図書はありません）。お近くのミニ図書
館としてお気軽にご利用ください。

意外と図書館は近くにある！

清原地区市民センター清原地区市民センター清原地区市民センター バンバブランチ（表参道スクエア5階）バンバブランチ（表参道スクエア5階）バンバブランチ（表参道スクエア5階）

図書館マップ

●

●
県庁

市役所

南宇都宮駅

●宇都宮工業高校

●白楊高校

文化会館●

●上河内図書館
●上河内地域自治センター

●河内地域自治センター

●

●

●南図書館

●
県立図書館

●
中央図書館栃

木
街
道

環状線

JR宇都
宮線

雀宮駅

東武宇都宮駅

岡本駅

宇
都
宮
駅

田
原
街
道

東
武
宇
都
宮
線

白
沢
街
道 東図書館

河内図書館
国道293号線

うつのみや
マップ

うつのみや
マップ

うつのみや
マップ

図書室及び
ブランチ案内
図書室及び
ブランチ案内
図書室及び
ブランチ案内

各施設の場所など詳しくは、こちらをご覧ください。
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　休館日は年末年始のみです。図書室の開館時間は、平日8：30から19：00まで、土日祝日は9：30から19：00までです。
図書館ブランチは、10：00から19：00まで開館です。
※1は、市民活動センターを併設、※2は、地区市民センターを併設している図書室です。
※3は、利用カード発行、予約資料の受け取り、資料の返却ができる窓口です。

市内の図書室とブランチ

図書室・ブランチ名 アクセス方法(平成26年12月現在) 電話番号 ＦＡＸ

城山生涯学習センター ※２
大谷町１０５９番地５

関東バス立岩行き・荒針経由鹿沼営業所行き
｢城山地区市民センター｣下車徒歩1分 028-６５２-４７９４ 028-６５２-５５７０

国本生涯学習センター ※２
宝木本町１８６８番地１

関東バスろまんちっく村行き
｢仁良塚｣下車徒歩1分 028-６６５-２９４２ 028-６６５-７２２５

富屋生涯学習センター ※２
徳次郎町８０番地２

関東バス日光街道方面
｢富屋小学校前｣下車徒歩1分 028-665-1663 028-６６５-７２２６

豊郷生涯学習センター ※２
岩曽町８２５番地１

関東バス済生会経由帝京大学行き
｢豊郷地区市民センター入口｣下車徒歩3分 028-６６０-２３４０ 028-６６０-２２７０

篠井生涯学習センター ※２
下小池町４６６番地１

関東バス船生行き
｢篠井小学校前｣下車徒歩5分 028-６６９-２５１５ 028-６６９-２９７２

姿川生涯学習センター ※２
西川田町８０５番地１

関東バス西川田駅方面
｢東原町｣下車徒歩10分 028-６５８-１５９４ 028-６５９-９４２５

雀宮生涯学習センター ※２
新富町９番４号

JR雀宮駅から徒歩15分
関東バス｢雀宮地区市民センター｣下車徒歩4分 028-654-1013 028-６５３-５６４６

田原コミュニティプラザ
上田原町１番地

関東バス グリーンタウン・今里・玉生方面
｢田中医院前｣下車徒歩10分 028-６７２-４０００ 028-６７２-７０６６

図書館ブランチ ※3
馬場通り４丁目１番１号
うつのみや表参道スクエア5階

東武宇都宮駅から徒歩10分
関東・JRバス｢馬場町｣または
東野バス｢二荒山神社前｣下車徒歩1分
市民プラザ5階　バンバ出張所内

028-６１６-１５４２ 028-６１６-１５４１

図書室・ブランチ名 アクセス方法(平成26年12月現在) 電話番号 ＦＡＸ

中央生涯学習センター ※1
中央１丁目１番１３号

東武宇都宮駅から徒歩5分
関東・JR・東野バス｢県庁前｣下車徒歩5分 028-６３２-６３３１ 028-６３９-７５７９

西生涯学習センター ※1
西一の沢町１７番３２号

関東バス作新学院・駒生方面
｢作新学院前｣下車徒歩5分 028-６４８-７４８０ 028-６４８-８２４１

南生涯学習センター ※1
江曽島２丁目４番２３号

関東バス江曽島経由西川田東行き
｢緑町｣下車徒歩4分 028-６４５-０００６ 028-６５９-９９５３

北生涯学習センター ※1
若草３丁目１２番２５号

関東バス西塙田経由宝木団地行き
｢公民館前｣下車徒歩5分 028-６２１-７７４５ 028-６２２-７０９３

平石生涯学習センター ※2
下平出町158番地1

関東バス柳田車庫行き
｢下平出｣または｢平石農協前｣下車徒歩1分 028-６６0-1964 028-６８９-２８１４

清原生涯学習センター ※2
清原工業団地１５番地４ JR・東野バス｢清原球場｣下車徒歩1分 028-６６７-５６９６ 028-６６７-９０６２

横川生涯学習センター ※2
屋板町５７６番地１

関東バス上三川車庫行き
｢屋板郵便局前｣下車徒歩5分 028-６５６-６４５２ 028-６５６-７７０２

瑞穂野生涯学習センター ※2
下桑島町１０３０番地１

関東バス本郷台西汗行き
｢瑞穂野市民センター｣下車徒歩1分 028-６５６-４２５０ 028-６５６-７７０４
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　休館日は年末年始のみです。図書室の開館時間は、平日8：30から19：00まで、土日祝日は9：30から19：00までです。
図書館ブランチは、10：00から19：00まで開館です。
※1は、市民活動センターを併設、※2は、地区市民センターを併設している図書室です。
※3は、利用カード発行、予約資料の受け取り、資料の返却ができる窓口です。

市内の図書室とブランチ

図書室・ブランチ名 アクセス方法(平成26年12月現在) 電話番号 ＦＡＸ
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市民が利用できる市内の大学図書館・専門図書室

宇都宮大学附属図書館 028-649-5134 貸出可能

宇都宮大学附属図書館工学部分館 028-689-6312 貸出可能

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部図書館 028-670-3651 貸出可能

帝京大学宇都宮キャンパス図書館 028-627-7128 来館前に連絡要

宇都宮共和大学宇都宮シティキャンパス　図書室 028-650-6611(代表) 館内閲覧のみ

文星芸術大学・宇都宮文星短期大学図書館 028-625-3736 貸出可能

宇都宮短期大学附属図書館 028-648-2313 貸出可能

宇都宮市男女共同参画推進センター　情報コーナー 028-636-4071(代表) 貸出可能

宇都宮市環境学習センター　図書コーナー 028-655-6030 貸出可能

宇都宮美術館　情報コーナー 028-643-0100(代表) 館内閲覧のみ

栃木県総合教育センター　図書資料室 028-665-7206 貸出可能

とちぎ男女共同参画センター(パルティ)情報ライブラリー 028-665-7700(代表) 貸出可能

施　　設　　名 電話番号 利用方法

※詳しくは、それぞれの施設にお問い合わせください。
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ティーンズコーナー開設ティーンズコーナー開設ティーンズコーナー開設ティーンズコーナー開設ティーンズコーナー開設
中央生涯学習センター図書室中央生涯学習センター図書室中央生涯学習センター図書室

大　通　り

いちょう通り
中央郵便局●大いちょう●

第2駐車場

第1駐車場
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至市役所
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福祉センター
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福祉センター
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中央郵便局●
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中央生涯学習センター

東
武
宇
都
宮
駅

平成27年1月
オープン！
平成27年1月
オープン！

学校帰りに“ティーンズコーナー”に
寄り道してみよう！　

気分転換できたり、待ち合わせにも。
そして素敵な本に出会えるかも…。

交流ノートに文章や
イラストを自由に落書き！

趣味やファッション関係の
雑誌で情報キャッチ！

進学先や就職先
進路に関する情報もゲット！

“掲示板コーナー”
も要チェック！

集まれ高校生！
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本への入口

宇都宮市立図書館員のおすすめ本への入口です。
気になるテーマから、のぞいてみませんか。
大人も子どもも、それから…
大人でもない子どもでもない高校生の君たちも是非来てね！

※このＱＲコードから、図書館ホームページの
　「テーマ一覧」へリンクしています。
　お好きなテーマを選んで見ることができます。

①竹　　②餃子の皮に包まれたビーナス　　③27ｍ　　④ナシ　　⑤1976年
⑥ジャパンカップ　　⑦徳川秀忠　　⑧宮コン　　⑨山手線　　⑩レモン牛乳 ３ページの答

欲しいものたくさん

作ってみよう

季節のおすすめ何を食べようか

お悩み解決

旅人になりたい
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HON-miyaHON-miya
あなたの未来を愉快にするあなたの未来を愉快にする

こんなときには 連絡先・相談窓口 電話番号

暮らしに便利な電話帳

調べもの・資料相談 宇都宮市立中央図書館 028-６３６-０２３１

市役所への質問 市政情報コールセンター 028-６３２-２２２２

急な病気・ケガ 夜間休日救急診療所 028-６２５-２２１１

健康相談 保健所健康増進課 028-６２６-１１２６

保健と福祉の相談 保健と福祉の総合相談窓口 028-６３２-２９４１

就労に関する相談 とちぎジョブモール 028-６２３-３２２６

商品・サービスの相談 消費生活センター 028-６１６-１５４７

ごみについての相談 ごみ減量課 028-６３２-２４２３

HON-miya　（宇都宮市読書推進ガイドブック）
平成26年12月　発行
編集・発行　宇都宮市立図書館


