
特別整理期間には、資料（本やＣＤ・ＤＶＤ）が正しい場所

にあるか、無くなっていないか、確認していきます。

確認後は、書架整理を行い、使いやすくするためにレイアウ

トの変更や新コーナーの設置、点検中に発見した壊れた本の修

復作業などを行っています。

また、休館しないとできない施設の点検や修繕工事なども行

います。

もし、特別整理期間がなかったら・・・

決まった場所に資料があるか点検

をしておかないと、データ上は「在庫」

と表示されるけれど、棚にいったら見

当たらない資料がでてしまいます。

✐ひとくちメモ✐ 特別整理期間は、以前は曝書（ば

くしょ）とも呼ばれていました。曝書とは、本来、図

書の虫干しのことを意味し、夏の土用のころ、カビや

虫の害を防ぐため、日に干し、風に当てることで、現

在も足利学校などで行われています。

特別整理期間のため、休館いたします。

・平成２４年５月３０日～６月５日 河内図書館

・ ６月 ６日～６月１３日 東 図書館

・ ６月１９日～６月２６日 中央図書館

・平成２５年２月１９日～２月２２日 南 図書館

※ 上河内図書館は、終了いたしました。

ご協力、ありがとうございました。

特別整理期間のための休館日

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用）

http://www.lib-utsunomiya.jp

2012.6

宇都宮市の図書館では、利用者のみなさまへスムーズに資料を提供できるようにする

ために、年に 1 回、特別整理期間を設け、資料の点検や整理作業を行っています。

休館中は、大変ご迷惑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。



『虹の風景』

高橋真澄/著 青菁社

虹の写真集です。冒頭に「天架
ける虹は作る事も動かすことも出
来ないが追いかける事は出来る」
とあります。雨上がりに空を見上
げて、虹を追いかけましょう。

『トコトンやさしいカビの本』

佐々木正実/監修 カビと生活研究会/編著

日刊工業新聞社

梅雨の時期はジメジメします。カビ
が気になります。この際ですから、カ
ビについて勉強してみましょう。

雨が降る日は、家の中でじっくりと本を読んでみてはいかがですか？

何かとうっとうしい雨の日を、本の世界にどっぷり浸って楽しくすごしましょう！

『みず ちゃぽん』

新井洋行/さく 童心社

みずの音ってどんな音？一滴の
みずが落ちる音、たくさんのみず
が落ちる音、そして雨の音。
みずの音の楽しい言葉絵本です。

『あめふりのおおさわぎ』

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｼｬﾉﾝ/さく 評論社

土曜日の朝ふりだした雨が原

因で町はおおさわぎ！？でも最

後には・・・読み聞かせにも

おすすめの絵本です。

『おつかい』

さとうわきこ/さく 福音館書店

あめがふるひ、おつかいをたの
まれた女の子。くつがぬれちゃう、
ふくがぬれちゃう・・・などと
言ってなかなかおつかいにいきません。

『お天気の学校１２ヶ月』

池田洋人/著 東京堂出版

たいよう先生がお天気に関する
疑問をわかりやすく教えてくれます。
雨の形はどんな形かわかるかな？

『雨の日には雨の中を風の日には風の中を』
相田みつを/著 角川書店

『アジサイの世界』
日本アジサイ協会 他/監修 家の光協会

『あめふりくまのこ 雨の日の詩』
こわせたまみ/編 あすなろ書房

『かさどろぼう』
ｼﾋﾞﾙ･ｳｪｯﾀｼﾝﾊ/作・絵 徳間書店

『水の伝説』

たつみや章/著 講談社

山村留学で白水村にきた光太郎。
少しずつ村の生活になじんできた頃

光太郎は川で不思議な生き物を助ける。
そして、光太郎の運命が思わぬ方向へ
と動き始めるのだった。

『雨の名前』

高橋順子/著 佐藤秀明/写真 小学館

日本人は、「雨」に名前をつけま
した。「暴れ梅雨」「送り梅雨」等、
「梅雨」だけでもまだまだありま
す。今日の雨の名前は？

『アマガエルのヒミツ』

秋山幸也/文 松橋利光/写真
山と渓谷社

雨と言えばアマガエル！最近見か
けましたか！？アマガエルのヒミ
ツをもっと知って、雨の日に探して
みませんか？

『あめん法師』

夢枕獏/詩 佐藤秀明/写真 三五館

「日本は雨の国です。だから日本人
は雨に抱く思いもさまざま」と写真家
の佐藤さんは書いています。詩と写真
で雨を表現しています。



演奏のアレンジや、楽器で印象がガラリと変わります。

中央図書館（明保野町）

「ＭＩＹＡＴＥＥＮ」高校生編集委員を募集

高校生におすすめの本等を紹介する情報誌「ＭＩＹＡＴＥＥＮ」の編集委員を募集します。

◇対 象 市内に在住または通学している高校生

◇第１回会議日時 ７月１日（日）午後１時３０分～３時３０分まで。他に２回予定しています。

◇会 場 中央図書館３階集会室

◇内 容 おすすめの本の紹介文作成や情報誌の編集

◇定 員 ２０名

◇申込み ６月４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

おはなし玉手箱スペシャル 夏の巻～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 ７月２８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名

◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１

※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。

夏休みお楽しみ会

「おはなしきゃらばんつぼみ座」による人形劇公演などを行います。

申込みは不要です。直接会場においでください。

◇日 時 ７月３１日（火）午前１０時３０分～１１時３０分

◇会 場 中央図書館３階集会室

◇定 員 先着１２０名

◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１まで

♪シェルブールの雨傘

ＣＤ「映画音楽」631 ｴ

ＣＤ「スムース・ジャズ ラブ・ソングス」 410ｽ

→こちらはジャズ・ヴォーカル版

ＣＤ「シェルブールの雨傘」 440 ｽﾃｲ

→こちらはジャズのピアノ版

♪アカシアの雨がやむとき

ＣＤ「青春歌年鑑デラックス ’６０～’６４」 610 ｾ

ＣＤ「アカシアの雨がやむとき」 420 ｱﾍﾞ

→こちらはジャズ・アレンジ風

♪雨に唄えば

ＣＤ「雨に唄えば：オリジナル・サウンドトラック」 631 ｱ

ＣＤ「レイト・ナイト・ムーズ トゥインクル・ボッサ」 360 ﾚ

→こちらはボサノバアレンジ

ＣＤ「ジャズ・シネマ・ベスト・セレクション」 400 ｼﾞ

ＣＤ「雨と仲良くなる１９の方法」 610 ｱ

クイズ：よめるかな？ 「紙魚」 ヒント：これに本を食べられました。答えは裏面。



東図書館（中今泉３丁目）

東図書館２０周年記念事業

イースタインピアノの音色を楽しむコンサート バイオリン・声楽との協演

◇日 時 平成２４年７月７日（土） 午後３時～４時

◇会 場 東図書館３階視聴覚ライブラリースタジオ

◇定 員 ５０名

◇申込み ６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

南図書館（雀宮町）

０・１・２歳おはなし会スペシャル ～わらべうたであそぼう～

◇日 時 ６月２９日（金） 【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 南図書館会議室

◇講 師 宇都宮子どもの本連絡会会員

◇定 員 各回２０組

◇申込み ６月１２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

宇都宮市立南図書館 １周年記念イベント せきぐちゆきコンサート

◇日 時 ７月１４日（土）午後３時～４時（開場：午後２時３０分）

◇会 場 南図書館サザンクロスホール

◇出 演 せきぐちゆきさん（宇都宮市出身のシンガーソングライター）

◇定 員 先着４００名（入場無料）申込は不要です。当日会場においでください。

◇問合せ 南図書館６５３－７６０９

夏休み科学あそび教室 まるごとスライム ～スライムをつくってあそぼう～

◇日 時 ７月２７日（金）午前１０時～１２時

◇会 場 南図書館ワークスペース

◇講 師 小金沢頼子氏（科学読物研究会会員）

◇内 容 スライムを作って、いろいろな実験をしてあそびます。

◇定 員 小学生２０名

◇申込み ７月３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
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