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東図書館２階「科学・技術・ビジネス資料室」には、市の産業や物産を紹介する「うつのみ

やブランドコーナー」があり、「餃子」「黄ぶな」「宮染め」「大谷石」「地酒」に関する資料を

集めています。 
各テーマの図書や雑誌、新聞記事だけでなく、物品・商品パッケージ、チラシも収集し、「地

域の産業について調べる」「仕事の参考にと考えている」などの目的でたくさんの方々に利用し

ていただけるように、資料収集と整理を進めています。 
コーナーの中から、「宇都宮と言えばコレ！」といえる代表的な２つのブランドを紹介いた

します。 

宇都宮と言えばコレ！① 

「餃子」 －めざせ！日本一奪還！！－ 

東図書館が「うつのみやブランドコーナー」を開

設した時、最初に収集したのが餃子関連資料でした。 
餃子に関する図書・雑誌は、宇都宮餃子に限らず、

網羅的に揃えています。また、宇都宮餃子や餃子の

お菓子などのパッケージは４３種類あります。 
資料の一部は、東図書館 1 階エレベーター横の展

示ケースで紹介しています。 

宇都宮と言えばコレ！② 

「宮染め」－こんなところにもあります－

宮染めは宇都宮の伝統工芸品ですが、伝統に縛

られることなく、様々な形で活用されています。

南図書館の案内表示板には、宮染めによる雀を模

したデザインが使われています。 
東図書館では、収集した手拭いを季節に合わせ

て飾っていますので、ぜひご覧ください。 



 
 
 

 
中央図書館・東図書館・南図書館では下記のデータベースを提供しています。最新の情報を得たいと

きや、図書以外の資料（新聞記事や法令・判例等）の検索にご活用ください。使用料は無料です。 
（プリントアウトは著作権法等の範囲内で可能。1 枚１０円） 

 ※（ ）の中の図書館で利用できます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジャパンナレッジ（南図書館） 

『日本大百科全書』（ニッポニカ）『日本国語大辞典』『ランダムハウス英和大辞典』『現代用語

の基礎知識』『日本人名大辞典』など３０種類を超える国内外の事典・辞書を一括検索することが

できます。 

ポプラディアネット～小・中学生のためのインターネット百科事典～（南図書館） 

 学習に役立つ約２５，０００項目を検索ができる小中学生のためのインターネット百科事典で

す。本文は小学生が理解できるように、わかり易い文章で解説されています。写真や図版も豊富

に盛り込まれ、動画や音声を見たり聞いたりすることもできます。 

朝日新聞記事データベース【聞蔵Ⅱビジュアル】（東・南図書館） 

 ◎朝日新聞縮刷版・・明治１２（1879）年の創刊号から平成元（1989）年の紙面のイメージ。

 ◎朝日新聞・・・・・昭和６０（1985）年以降は新聞記事の検索機能と、記事全文を収録。『朝

日現代用語 知恵蔵』『ＡＥＲＡ』（1988.5～）『週刊朝日』（2000.4～ニュース面の記事検索） 

D1Law.com（中央・東・南図書館） 

 第一法規が提供する法情報総合データベースです。日本の法令全て（憲法・法律・政令・勅令・

省令・規則）を検索できます。判決の本文と要旨や裁判の論点も掲載しており、法律や判例に関

する雑誌記事、論文、新聞の社説の検索もできます。 
 ほか、交通事故などの損害賠償にかかる金額を算定する『金額算定解説』があります。 

ヨミダス文書館（中央図書館） 

 昭和６１（1986）年以降の『読売新聞』と平成元（1989）年以降の『The Japan News』が

収録されているデータベースです。読売新聞では本紙・地域版の全文検索ができます。 
『現代人名録』（故人を含む現代の国内外著名人）も収録しています。  

日経テレコン 21（東図書館） 
 昭和５０（1975）年以降の日経４紙の検索ができるデータベースです。  
※プリントアウトは、お 1 人 1 日につき見出し 100 件、本文 10 件まで 

官報情報検索サービス（東・南図書館） 

 昭和２２（1947）年５月以降に発行された『官報』（本紙・号外・政府調達公告版・資料版・目

録）を全文検索・閲覧できます。 



 
●●年年末末年年始始のの休休館館おおよよびび図図書書館館ホホーームムペペーージジのの停停止止ににつついいてて  

  

図書館は、年末年始と図書館情報システム更新のため 12月 29 日（日）から 1月 5日（日） 

まで休館します。 

また、新たな図書館ホームページ公開の準備をするため、平成 25年 12 月 28 日（土）から 

平成 26年 1 月 6日（月）まで、図書館ホームページの閲覧ができません。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 
 
 
中央図書館（明保野町）℡ 028-636-0231

おはなし玉手箱スペシャル  冬の巻～おはなしの世界を楽しもう！～ 

世界や日本の昔話など、ストーリーテリング（素話）によるおはなし会です。 

◇日 時 １２月２１日（土）午後２時～３時 

◇会 場 中央図書館３階集会室 

◇対 象 小学生から大人まで。 ◇定 員 先着６０人 

※参加者にはスタンプカードを配っています。スタンプを集めると、プレゼントがもらえます 
子どもと子どもの本をつなぐ講座～はではでチーターをつくろう！～ 

◇日 時 １２月２２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 高畠那生（たかばたけ なお）さん（絵本作家） 

◇対 象 小学生以上の親子 ◇定 員 先着３０組  
冬休みお楽しみ会 

◇日 時 １２月２６日（木）午前１０時３０分～１１時３０分 

 午後 １時３０分～ ２時３０分 

◇会 場 中央図書館３階集会室 

◇出 演 午前の部：おはなしきゃらばんつぼみ座 ※つぼみ座３０周年の記念公演です 

     午後の部：宇都宮子どもの本連絡会 

◇定 員 各１２０人 ◇申込み 不要。当日、会場へ 
第１８７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 平成２６年１月１８日（土）午後２時～４時 ◇会 場 中央図書館３階集会室 

０・１・２歳おはなし会スペシャル 

１、２歳児と０歳児の２部に分けて、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。 
◇日 時 平成２６年１月２８日（火） 
【１、２歳児とその保護者】午前１０時～１０時４０分 
【０歳児とその保護者】  午前１１時～１１時４０分 
◇会 場 中央図書館３階集会室    
◇講 師 宇都宮子どもの本連絡会会員  ◇定 員 先着各２０組 
◇申込み 平成２６年１月１３日（月）午前９時３０分から直接または電話で中央図書館まで 

 



南図書館（雀宮町）℡ 028-653-7609 

クリスマスコンサート 

◇日 時 １２月８日（日）午後２時～３時３０分   

◇会 場 南図書館サザンクロスホール 

◇内 容 雀宮中央小学校児童による群読、宇都宮市出身のゴスペルシンガー神山みささんと女優の 

須貝まい子さんによるクリスマスの朗読劇と神山みささんのミニコンサート 

◇定 員 先着３５０人 

家庭生活連携講座「認知症と介護保険制度を学ぼう」 

◇日 時 １２月１５日（日）午後２時～３時  ◇会 場 南図書館会議室 
◇内 容 「地域包括支援センター雀宮／雀宮・五代若松原」と連携して行う介護についての講演会 
◇定 員 先着３０人 ※講演会終了後、午後４時まで相談を受け付けます。 
◇申込み １２月３日（火）午前９時３０分から、直接または電話で南図書館まで 
※併せて、１２月１３日（金）～２０日（金）に南図書館ギャラリーにて介護に関するパネル展の開催

と、平成２６年１月１５日（水）まで家庭生活支援コーナーで本の特集を行います。 

名作映画会 

◇日 時 １２月１５日（日）午前１０時～１１時５０分 
◇会 場 南図書館サザンクロスホール◇内 容 「三十四丁目の奇跡」◇定 員 先着４００人

子ども映画会 

◇日 時 平成２６年１月２５日（土）午後１時３０分～２時３０分 
◇会 場 南図書館サザンクロスホール ◇内 容「グーフィーの虎退治」ほかディズニー短編映画 
◇対 象 幼児・小学生 ◇定 員 先着４００人 

講演会「相撲ゆかりの地 栃木が生んだ 初代横綱 明石志賀之助に迫る」 

◇日 時 平成２６年１月１９日（日）午後２時～３時３０分  ◇会 場 南図書館会議室 
◇内 容 中村弘（なかむら ひろし）さん（歴史文化を伝承する市民の会事務局長）による講演  
◇定 員 先着３０人 
◇申込み １２月４日（水）午前９時３０分から、直接または電話で南図書館まで 
河内図書館（中岡本町）℡ 028-673-6782 

おはなしサロン クリスマス・スペシャル 

◇日 時 １２月２１日（土）午後２時３０分～３時３０分  ◇会 場 河内図書館集会室 
◇内 容 絵本のよみきかせ、パネルシアター、クリスマスオーナメントの工作など 
◇定 員 先着３０人（当日の午後２時から受付） 

おはなしサロン 昔ばなしとわらべうたスペシャル 

◇日 時 平成２６年１月２５日（土）午後２時３０分～３時１０分 
◇会 場 河内図書館集会室 
◇内 容 昔話とわらべうたによるおはなし会 ◇定 員 先着３０人（当日の午後２時から受付） 

 
 
 

 
 
 
 

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

第１９３号 平成２５年１２月１日 


