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平成２６年１月から、宇都宮市立図書館のホームページをリニューアルしました。今後とも内容の充実

を図るとともに、よりわかりやすい情報を発信してまいります。ぜひご利用ください。 

【新しいホームページの特長】 

・トップページのデザインを一新し、各メニューをすっきりとわかりやすく表示しました。 
・よく使う「蔵書検索」「ＷＥＢサービス」「パーソナルメニュー」「資料情報」などを左側に集めました。

・「サイト内検索」「表示件数選択」など新しい機能が加わりました。 
※インターネットでの蔵書検索や予約の方法は変更がありません。これまで同様ご利用いただけます。 
※トップページ以外のアドレスが変更になっておりますので、「お気に入り」などに登録されている方は変

更をお願いいたします。また、携帯用のアドレスは、以前のアドレスから末尾の「/m」を除いたもので、

パソコン用のトップページアドレスと同じです。ホームページアドレス http://www.lib-utsunomiya.jp/

トップ画面中央部に

は、図書館からの重

要なお知らせを表示

します。 

「地域資料」 

宇都宮に関する

資料については

こちらからどう

ぞ。 

「特色あるサービス」

課題解決を目的として、

各図書館でおこなって

いるサービス内容の紹

介です。 

「新着情報」 

お知らせを随時更新しています。ご覧になりたいタ

イトルをクリックすると、内容が表示されます。 

「ＹＡヤングアダル

ト」 

ヤングアダルトは中・高

校生向けを中心とした

サービスです。

「こどもとこどもの本のページ」

こどものページへはこちらから。おと

なの方への情報もあります。 

トップ画面左側に

は、蔵書検索や各

資料の情報、パス

ワードご利用の方

のための「パーソ

ナルメニュー」が

できました。 

どのページからも、この

ロゴ部分をクリックす

ると、トップページに戻

ります。 



東東図図書書館館企企画画展展  ああのの日日をを忘忘れれなないい～～東東日日本本大大震震災災  
 東図書館では２月２１日（金）～３月１８日（火）まで東日本大震災関連書籍等の特集をします。

◎展示内容  

・図書館入口…県内の震災当時の写真 
・特集コーナー…東日本大震災の関連本 
・展示ケース…福島県立図書館から借り受けた書籍や新聞 
・２階グループ研究室２…関東地方整備局から提供された復興作業の様子がわかる写真 

◎上映会  ３月８日（土）午前１０時～、午後２時～の２回 （東図書館２階集会室） 

ドキュメンタリー映像「逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者」（７４分） 
各回先着７０名。（入場無料。当日、直接会場にお越しください。） 

 

 

宇都宮市立図書館では、中学生や高校生を対象とした、おすすめの本の冊子を作成しています。 

１ 中学生のための BOOK ナビ 

 図書館員が毎日接しているさまざまな本の中から、中学時代にぜひ読

んでほしいものを学年別に２０冊ずつ選びました。現在、Vol.１と Vol.

２の２冊を各図書館で配布しております。持ち帰ってじっくり見て、「読

みたい！」と思う本を見つけてください。なお、各図書館にはブックリ

ストに載っている本のコーナーがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＭＩＹＡＴＥＥＮ 

 宇都宮市内の高校生に編集委員になってもらい、高校生のための

読書情報誌を作成しています。 

現在、Voｌ.５を作成中です（近日発行予定）。Voｌ.５では、高校

生編集委員が「Books MIYATEEN」の店員に扮し、表紙を見ただけで

読みたくなる本を集めた「店員おすすめのジャケット」などを紹介

します。 

今どきの高校生が読んでいる本の情報が満載です。ぜひ読んでみ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

中高生に読んでほしい本を集めました！！ 

「おすすめ本」、「世界地図で見る本の舞台」、 

「映像化した本」、「おすすめの短編」の紹介など、

もりだくさんの内容です。 

１年生におすすめ「子どもの写真で見る 世界のあいさつこと

ば」稲葉茂勝／著 今人舎 

２年生におすすめ「チョコレート･アンダーグラウンド」シアラ

ー／著 求龍堂 

３年生におすすめ「しゃばけ」畠中恵／著 新潮社  など。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中央図書館（明保野町）℡ 028-636-0231  

高校生のための読書推進講座 

◇日 時 ３月２９日（土）午後１時～３時     ◇会 場 中央図書館３階集会室 
◇内 容 朝井リョウ（あさい りょう）さん（直木賞作家。『桐島、部活やめるってよ』の著者）と

「ＭＩＹＡＴＥＥＮ」（２ページに説明があります）編集委員の高校生との対談を開催します。

◇対 象 中学・高校生  ◇定 員 先着８０人 
◇申込み 観覧ご希望の方は、３月３日（月）午前９時３０分から、直接または電話で、中央図書館

６３６－０２３１まで 

東図書館（中今泉町）℡ 028-638-5614  

生活支援講座 

◇日 時 ２月１９日（水）午後２時～４時  ◇会 場 東図書館２階集会室 
◇内 容 下野新聞社「しもつけ新聞塾」講師による新聞記事から学ぶ文章術の講演会。投稿文の書

き方も伝授します。  ◇定 員 先着４０人 
◇申込み ２月４日（火）午前９時３０分から、直接または電話で、東図書館６３８－５６１４まで

春休みお楽しみ会 

◇日 時 ３月２８日（金）午前１０時３０分～１１時３０分  ◇会 場 東図書館２階集会室 
◇内 容 人形劇など。  ◇定 員 先着１２０人（申込不要。直接会場へ。） 

南図書館（雀宮町）℡ 028-653-7609  

名作映画会     

◇日 時 ２月１６日（日）午前１０時～１１時３０分   
◇会 場 南図書館サザンクロスホール  ◇内 容 「地獄門」  ◇定 員 先着４００人 

家庭生活連携講座「より良い子どもの育ちのために」 

◇日 時 ２月２２日（土）午後２時～３時  ◇会 場 南図書館会議室 
◇内 容 教育委員会事務局職員による親学出前講座。終了後、個別相談をお受けします。 
◇対 象 乳幼児の保護者（託児有り）  ◇定 員 先着１５人 
◇申込み ２月４日（火）午前９時３０分から、直接または電話で、南図書館６５３－７６０９まで

 

■特別整理期間のお知らせ（南図書館） 

蔵書点検のため、２月１８日（火）～２１日（金）まで、本の広場が休館となります。なお、サザンク

ロスホール、会議室、ギャラリー、学習閲覧室、プレイルーム、飲食スペースは、通常どおり開館します。

 

 

上河内・河内図書館で不要となった本や雑誌を有償で提供します。（子ども向けの本は除く） 

申込みは不要です。直接会場においでください。 

◇日 時 ２月７日（金）・8 日（土）午前９時３０分～午後３時 
◇会 場 河内図書館集会室 
◇価 格 単行本 1 冊１００円   大型本 1 冊２００円  

雑誌・文庫本 ２冊１００円 
◇問合せ 河内図書館６７３－６７８２

 
 



 
 

平成２６年４月号から、“読んで役に立つ情報誌”をめざして紙面を一新します。 
また、図書館のイベントや催しについてお知らせする「イベント情報」を、 
平成２６年４月分から毎月発行します。これからもよろしくお願いいたします。 
 

南図書館（雀宮町）℡ 028-653-7609  

歴史講座「蒲生君平の業績と明治維新」  第 1 回 蒲生君平の生涯-７つの顔- 

蒲生君平の生涯と思想、そして明治維新に与えた影響について、３回に分けて講座を開催します。 
◇日 時 ３月１日（土）午後２時～３時３０分  ◇会 場 南図書館会議室 
◇講 師 阿部邦男（あべ くにお）さん（文学博士・蒲生君平研究家）  ◇定 員 先着４０人

◇申込み ２月５日（水）午前９時３０分から、直接または電話で、南図書館６５３－７６０９まで

※第２回（山陵志をめぐる物語）は６月、第３回（蒲生君平と明治維新）は１０月に開催します。 

参加しよう「図書館探検ツアー」 

◇日 時 ３月１５日（土）午前１１時～正午、午後２時～３時の２回  ◇会 場 南図書館 
◇内 容 図書館の便利な使い方、普段は入れない裏側の案内など。 
◇対 象 小学生以上  ◇定 員 各回先着２０人 
◇申込み ２月２５日（火）午前９時３０分から、直接または電話で、南図書館６５３－７６０９ま

     で 

第１８８回 落語会    

視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテープ作製のための落語会を、宇都宮落語研究会のご協力

により開催します。どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。 

◇日 時 ３月１５日（土）午後２時～４時  ◇定 員 先着１００人 

◇会 場 南図書館サザンクロスホール  ◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 

お薦め本の書評合戦 ビブリオバトル 

◇日 時 ３月２３日（日）午後２時～  ◇会 場 南図書館ギャラリー 
◇内 容 お気に入りの本を持ち寄って、その面白さについて５分程度のプレゼンテーションを行い、

どの本が一番読みたくなったかを聴衆の多数決で決定する書評イベント。南図書館では４

回目の開催となります。 
◇定 員 ①プレゼンテーション参加者＝先着１２人 ②聴衆＝先着５０人（当日、直接会場へ。） 
◇申込み ①のみ２月１４日（金）午前９時３０分から、直接または電話で、南図書館６５３－７６

０９まで 

子ども映画会     

◇日 時 ３月３０日（日）午後１時３０分～  ◇会 場 南図書館サザンクロスホール   
◇内 容 ディズニー長編映画「ふしぎの国のアリス」（７３分）  ◇定 員 先着４００人 

第１９４号 平成２６年２月１日 
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「館報としょかん」からのお知らせ 


