
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
東図書館は、当時行われていた駅東第３区画整理事業のなかで 

地域のランドマークとして位置づけられ、テクノポリス構想も踏まえ 
た宇都宮市２番目の図書館として、平成４年７月２０日に開館しました。 
 開館時の資料数は約１０万点でしたが、２０年を経過した現在では４０万点を超えるとともに、年

間貸出数は１４７万点以上になっています。 
また、特色としている科学技術情報の提供、ビジネス情報サービス、うつのみやブランドコーナー

の充実には特に力を入れて取り組んでいます。 
 さらに、専門機関との連携を広げ、調査相談業務や関連事業を充実するなど、市民生活や地域の課

題解決に役立つ身近な情報拠点となる図書館を目指しています。 
 開館２０周年記念事業を行っておりますので、ぜひ、ご参加ください。詳細は、図書館ホームペー

ジや市広報「うつのみや」などでお知らせします。 
 
 
 

●科学のおもしろさ と ものづくりの楽しさを 子どもたちに(平成 22 年度から実施） 

科学とものづくりの楽しさを感じ、未来に夢を抱いてほしい・・。そんな願いから県内の理工系大学や専門家の皆様と

の連携事業を開始しました。 事業と展示を行い、東図書館の特色をＰＲしています。皆さん、ご利用ください。 

 

 

 
 
 
 
 
宇都宮大学及び宇都宮工業高校との連携「Ｕ－ＲＯＢＯＴ 工―ＲＯＢＯＴ」講座        足利工業大学との連携 

「風と光のミニミニ博物館コレクション展」 

 

 

2 階科学・技術・ビジネス資料室内に、ビジネス情報コーナーのほか、宇都宮の産業振興と「１００年先に残したい 

うつのみやブランド」のＰＲのため『うつのみやブランドコーナー』を、「自転車のまち宇都宮」として「自転車」と「チーム」

に関する様々な資料を収集し、後世に残していくため『宇都宮ブリッツェンアーカイブズコーナー』を設置しました。 

■ビジネス情報コーナー            ■うつのみやブランドコーナー         ■宇都宮ブリッツェンアーカイブズコーナー 

 

 

 

 
 

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用） 
http://www.lib-utsunomiya.jp 
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東図書館 開館２０周年 

専門機関の皆さんと連携し、特色あるサービスを展開中 

注目！！ビジネス支援関連コーナー 



 

  
平成元年当時上河内地区には図書館がなく、公民館に併設されていた図書室で対応していましたが、

平成４年に、「住民の読書に対するニーズ」「他市町とのネットワークづくり」「将来を担う子どもた

ちへの良好な読書環境の提供」を目的として、上河内図書館が開館しました。 

 

 
       
       
        
                  

     
      
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸出・返却手続き変更についてのお知らせ 

中央・東・上河内・河内の各図書館において、貸出・返却の手続きを、IC タグ方式に変更いたします。 
従来のバーコードによる処理と、IC タグによる処理が混在しますことから、当面の間、貸出・返却手続

きにお時間をいただく場合がございます。お手数をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたし

ます。なお、生涯学習センター等の図書室については、従来どおりの手続きとなっております。 
 
 
 
 

あゆみ 

平成４年 ５月 ７日 落成記念式典 
  ９月 １日 

１０月２５日 
一般利用開始 
図書館情報紙「来ぶらり」第１号発行 

６年 ８月 ２日 
９月２９日 

入館者数１０万人達成 
関東地区公共図書館協議会市区町村立図書

館運営研究会において「新しい村立図書館の

サービスについて」事例発表  
９年 １０月２５日 入館者数３０万人達成 

１４年 ７月 １日 インターネット検索・予約サービス開始 
１９年 ３月３１日 １市２町の合併により、宇都宮市立上河内図

書館となる 

ＩＣタグ方式とは・・・ 

資料に小型の電子機器（ＩＣタグ）を付けて、リーダライタで

その電波信号を読み取ることにより、バーコードをスキャンせ

ずに貸出・返却を行うことができます。

         
宇都宮市では、平成８年４月１日に平和都市宣言を行い、宇都宮空襲のあった７月 

１２日から８月１５日の終戦記念日までを「宇都宮市平和月間」として、平和なまち 
づくりを推進しています。 
この期間、平和関連の本などを集めたコーナーを開設し、平和資料リスト（「平和っ

て何？」）を配布いたします。あわせて中央図書館１階では、宇都宮の空襲に関する 
写真なども展示しています。 
◇期 間 ７月１２日（木）～８月１５日（水）（休館日を除く） 
◇会 場 中央図書館（明保野町）、東図書館（中今泉３丁目）、南図書館（雀宮町）、

上河内図書館（中里町）、河内図書館（中岡本町）  



 

 
 
 
図書館で不要となった本や雑誌を販売いたします。（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 ９月８日（土）９日（日）午前１０時～午後３時 
◇会 場 中央図書館３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 
◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 
 
 
 
 
 
 
平和絵本読み聞かせ 

絵本「宇都宮大空襲 一少女の記録」（随想舎）の著者 
による読み聞かせを行います。 
申し込みは不要です。直接会場においでください。 
◇日 時 ８月５日（日）午前１０時～１１時 
◇会 場 中央図書館３階集会室 
◇内 容 小板橋武（こいたばし たけし）氏によるスク

リーン映写と読み聞かせ 
◇対 象 小学生以上 
◇定 員 先着１００名 

落語会 

視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテ

ープ作成のための落語会を、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 ９月１５日（土）午後２時～４時 
◇会 場 中央図書館３階集会室 
 

０・１・２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 ９月２５日（火） 

◇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 ９月１０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 

【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 

 

おはなし玉手箱スペシャル～夏の巻～ 

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 ８月２３日（木）午後２時～３時  ◇会 場 東図書館２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まで 
※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。 
宇都宮大学工学部との連携イベント   

宇都宮大学尾崎研究室のロボットがたくさんやってきます！ 

◇日 時 ８月２３日（木）午前１０時～午後３時 

◇会 場 東生涯学習センター ホール 

◇内 容 ロボットの実演、操作体験ほか工作教室を実施  ◇定 員 工作教室のみ先着１００名 

◇対 象 小学生以上（低学年は保護者同伴） 

 

東図書館（中今泉３丁目）℡ 638-5614 

中央図書館（明保野町）℡ 636-0231 



 

 

紙ヒコーキブリッツェン号の製作とサンドブラストに挑戦 

◇日 時 ８月２４日（金）午前１０時～午後１時 

◇会 場 東図書館２階集会室 （ただし受付は午後０時３０分まで） 

◇内 容 宇都宮ブリッツェンと関東職業能力開発大学校の協力で 

紙ヒコーキやサンドブラスト製作体験。 

◇対 象 小学生以上（低学年は保護者同伴）  ◇定 員 紙ヒコーキのみ先着２００名 

◇その他 サンドブラストに挑戦する方はグラス（凹凸がない、太さが均一）を持参してください。 

子どもの自己肯定感を育もう～育むために、どう向き合っていくか～ 

◇日 時 １０月４日（木） 
      午前１０時３０分～１１時３０分・・・宇都宮市職員による講話 
      午前１１時３５分～１１時５５分・・・「小学生のためのおはなし会」体験 
◇会 場 東図書館２階集会室  ◇対 象 小学生の保護者   ◇定 員 先着３０名 
◇申込み ９月４日（火）９時３０分から直接または電話で東図書館６３８－５６１４ 

 

南としょかん祭  

地域や近隣の学校と連携したイベントを開催します。ぜひおいでください！ 
◇日 時 ９月１日（土） 午前１０時～午後３時３０分 
◇内 容 倉沢大樹トリオＪＡＺＺライブ（協賛 宇都宮機器(株)）、リレーおはなし会、工作教室、幼児向

け体操（３Ｂ体操）、模擬店、宇都宮工業高等学校によるロボット実演、雀宮中学校による雀中

そーらん、雀宮中央小学校の群読など ※詳細は館内のポスター、チラシをご覧ください。 
０・１・２歳向けおはなし会が始まります！ 

南図書館では９月より０・１・２歳児を対象としたおはなし会が始まります。 
赤ちゃんと一緒に絵本やわらべうたを楽しんでみませんか。 
◇日 時 毎月第２・４火曜日 ※９月は１１日と２５日です 

①１、２歳児とその保護者 午前１１時～１１時２０分  
     ②０歳児とその保護者   午前１１時２０分～１１時４０分  
◇会 場 南図書館おはなしのへや 
◇内 容 ①絵本の読み聞かせ・わらべうた②絵本の紹介・わらべうた 
※事前の申し込みは不要です。直接会場においでください。 
 

おはなしサロンスペシャル～こわいおはなしの会 

◇日 時 ８月４日（土） 
午後２時３０分～３時２０分 

◇会 場 河内図書館集会室 
◇内 容 素話と紙芝居によるおはなし会 
◇対 象 幼児～小学生  ◇定 員 先着３０名 

子ども向け映写会 

◇日 時 ８月１８日（土） 
午後２時３０分～３時１０分 

◇会 場 河内図書館集会室 
◇内 容 「ねずみくんのチョッキ」など 
◇対 象 幼児～小学生 ◇定 員 先着３０名

 
 

編集・発行 宇都宮市立 中央図書館 明保野町７番５７号 〒320－0845 ℡636－0231 
 東図書館 中今泉３丁目５番１号 〒321－0968 ℡638－5614 
 南図書館 雀宮町５６番地１ 〒321－0121 ℡653－7609 
 上河内図書館 中里町１８２番地 〒321－0414 ℡674－1123 
 河内図書館 中岡本町３３９７番地 〒329－1105 ℡673－6782 

第１８５号 平成２４年８月１日 

サンドブラストとは・・・グラス（ガ

ラスのコップ）に砂を吹き付けて

模様をつけること 

東図書館（中今泉３丁目）℡ 638-5614 

←こんなグラスを用意してね！ 

南図書館（雀宮町）℡ 653-7609 

河内図書館（中岡本町）℡ 673-6782 


