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http://www.lib-utsunomiya.jp/ 

 

2013.10 

●「ビブリオバトル」って何？ 

「ビブリオ」は書物などを意味するラテン語由来の言葉で、「ビブリオ

バトル」とは、ゲーム感覚を取り入れた新しいスタイルの書評合戦です。 

●ビブリオバトルのルール 

１人５分の持ち時間で発表者が順番におすすめの本を紹介（書評）し、

その後、それぞれの本について２～３分ほど質問を受けます。すべての発

表と質疑が終わった後、発表者と観客が一番読みたくなった本「チャンプ

本」（次ページに紹介あり）を多数決で決定します。 

 

感動した本、おもしろかった本について、誰かに紹介してみたいと思ったことはありませんか？ 自分が紹

介したい本を、みんなの前でプレゼンテーションする「ビブリオバトル」が各地で開催され、静かなブームに

なっています。誰でも（小学生から大人まで）参加でき、ルールも簡単なため、家庭や学校での小さな会から

東京都が実施する首都決戦など大きな規模の大会まで、さまざまな形で開かれています。 

宇都宮でも、図書館や市内のイベント会場で実施しています。本を通して人とコミュニケーションするゲー

ムに、あなたも参加してみませんか。（参考：ビブリオバトル公式ウェブサイト http://www.bibliobattle.jp/） 

◆今後の開催予定◆ 

平成２６年３月２３日（日） 

南図書館にて 

◇発表者は申込みが必要です。

広報紙やホームページで事前

に募集します。観客は自由参加

です。多くの方の参加をお待ち

しています。 

平成 24年 3月 18日 

南図書館にて開催のビブリオバトル 

http://www.bibliobattle.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０･１･２歳おはなし会スペシャル 

それぞれの年齢にあった絵本の読み聞かせや「わらべうた」を紹介します。 

東図書館 

１０月２５日（金） 

上河内図書館 

１２月２０日（金） 

南図書館 

１１月２９日（金） 

（第 1 部） 午前１０時～１０時４０分 

（１・２歳児とその保護者） 

（第２部） 午前１１時～１１時４０分 

（０歳児とその保護者） 

（第 1 部） 午前１０時～１０時３０分 

（１歳児とその保護者） 

（第２部） 午前１０時４５分～１１時１５分 

（２歳児とその保護者） 

（第３部） 午前１１時３０分～１２時 

（０歳児とその保護者） 

１０月９日（水）から受付 

６３８－５６１４ 

１２月４日（水）から受付 

６７４－１１２３ 

１１月１２日（火）から受付 

６５３－７６０９ 

受付開始日の午前９時３０分から直接または電話で、各図書館へ。各回各部ごとに先着２０組。 

おはなしサロンスペシャル《ハロウィン》（河内図書館） 

◇日 時 １０月２６日（土）午後２時３０分～３時１０分（受付は当日午後２時から） 

◇内 容 英語絵本の読み聞かせや工作など ◇定 員 先着２０人  ◇会 場 河内図書館集会室  

下野民話の集い  むか～し むかし あったとさ（東図書館） 

◇日 時 １1 月２日（土）午後１時３０分～３時 

◇内 容 「下野民話の会」による「おむすびころりん」などの語り。 

◇会 場 東図書館２階集会室  

◇対 象 年長児（保護者同伴）～大人まで 

◇定 員 先着８０人（申込不要。直接会場へ。） 

世界の絵本を楽しもう！（東図書館） 

宇都宮市在住の６カ国の外国人の方による絵本の読み聞かせなど。 

◇日 時 １１月１７日（日）午後２時～４時  

◇会 場 東図書館２階集会室 

◇対 象 幼児・小学生とその保護者、一般（申込不要。直接会場へ。） 

  

                   

 

南図書館やフェスタ in 大谷のビブリオバトルで選ばれた本です。 

「宮っこフェスタ 2013」 

図書館も出展します！ 

１０月１２日（土） 

バンバひろばにて 

読み聞かせやぬり絵、 

折り紙遊びが楽しめます。

ぜひご来場ください。 

『８時だョ！全員集合の作

り方－笑いを生み出すテレ

ビ技術』 双葉社 2001 

※図書館に所蔵はありません。 

『大正時代の

身の上相談』 

カタログハウス 

1994 

『ダメな自分を

救う本』 

石井裕之著 

祥伝社 2006 

『大谷地下軍 

需工場の青春』 

平野彧著 

随想舎 1995 



有償リサイクル市 

図書館で不要となった本や雑誌の有償リサイクル市を開催します。（児童書・CD・DVD はありません） 

申し込みは不要です。直接会場においでください。 

◇日 時 １１月８日（金）・９日（土）午前９時３０分～午後３時 ◇会 場 東図書館２階集会室 

◇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 

 

 

中央図書館（明保野町）℡ 028-636-0231  

第１８６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 １１月１６日（土）午後２時～４時  ◇会 場 中央図書館３階集会室  

生活支援講座「タニタ式６つの健康習慣～「一無、二少、三多」を中心に～」 

◇日 時 １１月３０日（土）午後１時３０分～３時３０分  ◇会 場 中央図書館３階集会室 

◇内 容 生活習慣病の予防について 

◇講 師 池田義雄氏（タニタ体重科学研究所所長）  ◇定 員 先着８０人 

◇申込み １１月５日（火）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 

読書推進講座「時代小説を楽しむための時代考証」 

◇日 時 １２月８日（日）午後１時３０分～３時３０分  ◇会 場 中央図書館３階集会室 

◇講 師 山田順子氏（時代考証家）  ◇定 員 先着８０人 

◇申込み １１月１１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  

乳がん月間（１０月）に際して～特集コーナー設置（１０月２２日まで）のお知らせ 

乳がんの基礎知識、治療法、手術、術後のケア、闘病記などの書籍が並んでいます。また、各種団体か 

ら発行されているパンフレット、リーフレットを配布しています。 

保健師によるおはなし ◇日 時 １０月８日と２２日（火）の０・１・２歳児向けおはなし会の前後 

◇会 場 東図書館１階おはなし室 

◇内 容 乳がん健診などについての説明と模型による触診体験（申込不要。直接会場へ。） 

子育て支援講座：佐藤俊夫氏（とちぎリハビリテーションセンター相談支援部）による講演会 

（１）「気になる子 育てにくい子～子どもの早期支援と親支援～」 

◇日 時 １０月３１日（木）午前１０時～正午  ◇対 象 未就学児をもつ保護者 

（２）みんなで考える子どもの育ち～発達障がい児の理解とその支援～」 

◇日 時 １１月２８日（木）午前１０時～正午  ◇対 象 学童期児童をもつ保護者  

(１)(２)とも◇定員 先着５０人 ◇会 場 東図書館２階集会室 ◇申込み (１)は１０月２日（水）、

(２)は１１月１日（金）ともに午前９時３０分から、直接または電話で、東図書館６３８－５６１４まで 

◎特別整理期間のお知らせ  蔵書点検の

ため、下記のとおり休館になります。 

河内図書館 １１月１３日（水）～ 

１１月１９日（火） 

◎中央図書館の外壁工事に伴うお知らせ   

中央図書館のブックポストがご利用できません。ご迷惑を 

おかけしますが，ご理解ご協力をお願いいたします。 

期間 １１月３０日（土）まで（予定） 

 



 

 

編集・発行 

宇都宮市立 中央図書館 明保野町７番５７号 〒320－0845 ℡028－636－0231 

 東図書館 中今泉３丁目５番１号 〒321－0968 ℡028－638－5614 

 南図書館 雀宮町５６番地１ 〒321－0121 ℡028－653－7609 

 上河内図書館 中里町１８２番地１ 〒321－0414 ℡028－674－1123 

 河内図書館 中岡本町３３９７番地 〒329－1105 ℡028－673－6782 

 

「縮退社会におけるまちづくりを考えるＰａｒｔⅣ－地方議会議員かく語りき」 

◇日 時 １１月１０日（日）午後１時３０分～４時４５分  ◇会 場 東図書館２階集会室 

◇内 容 パネラーによる基調報告とパネルディスカッション  ◇定 員 先着６０人 

◇申込み 電話またはファックスで、 

放送大学栃木学習センター（電話６３２－０５７２ ファックス６３２－０５７０）まで 

医療健康情報講座「アンチエイジング～美と健康を食生活から～」 

◇日 時 １１月１４日（木）午後２時～３時３０分  ◇会 場 東図書館２階集会室 

◇内 容 老化予防・美容に効果的な食材の調理法（レシピ）や食べ方についての講演。 

◇講 師 ＩＦＣ栄養専門学校講師  ◇定 員 先着７０人 

◇申込み １１月１日（金）午前９時３０分から、直接または電話で、東図書館６３８－５６１４まで 

東図書館ＪＡＺＺを楽しむコンサート～人とまちと音楽と、そして図書館～ 

◇日 時 １２月１日（日）午後１時３０分開場 午後２時開演～４時 

◇会 場 東市民活動センターホール（東図書館併設）◇定 員 先着３５０人（申込不要。直接会場へ。） 

◇出演者 市民ジャズオーケストラ、ｓａｘユニットブルートレイン、豊田悦見バンド（出演順） 

南図書館（雀宮町）℡ 028-653-7609  

南図書館開館２周年記念事業 ワグナー・ナンドールの世界 

ハンガリー出身の彫刻家で、益子町に住んだワグナー･ナンドール氏の生涯と業績を紹介します。 

◇日 時 １０月２７日（日）午後 1 時３０分開場 ２時～４時◇会 場 南図書館サザンクロスホール 

◇内 容 オープニング：ピアノ演奏、ＤＶＤ上映、下村徹氏（ワグナーの伝記の著者）と和久奈ちよ氏

（故ワグナー氏夫人）による対談  ◇定 員 先着４００人（申込不要。直接会場へ。） 

家庭生活支援講座「子育てをもっとラクに乗り切るコツ～子どもの心への寄り添い方～」 

◇日 時 １１月９日（土）午後２時～３時３０分  ◇会 場 南図書館サザンクロスホール 

◇講 師 柴田愛子氏（保育士、りんごの木子どもクラブ代表）  ◇定 員 先着４００人 

◇申込み １０月２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 

子ども映画会    ◇日 時 １１月１７日（日）午後１時３０～２時４５分   

◇会 場 南図書館サザンクロスホール◇内 容 「ピーターパン」（７５分）◇定 員 先着４００人 

上河内図書館（中里町）℡ 028-674-1123  

親子映画会   ◇日 時 １０月２６日（土）午前１０時～１１時４５分、午後２時～３時４５分 
◇会 場 上河内図書館多目的ホール 
◇内 容 午前の部「魔女の宅急便」 午後の部「ちびまる子ちゃん」ほか  ◇定 員 先着６０人   

河内図書館（中岡本町）℡ 028-673-6782  

名画鑑賞会   ◇日 時 １０月６日（日）午後２時～３時３０分  ◇会 場 河内図書館集会室 

◇内 容 「野菊の墓」  ◇定 員 先着３０人   

第１９２号 平成２５年１０月１日 


