
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南図書館は「多様な市民が集い、“宮っ

こ”を育む複合拠点」をコンセプトに昨

年７月１６日に開館しました。 

現在、蔵書数は開館時より５万冊増加

し１８万冊に達し、開館以来１年間の貸

出数は１００万冊を超えています。 

 これからも地域や関係機関と連携しな

がら、家庭生活支援を特色とした課題解

決に役立つ情報提供に取り組んでまいり

ます。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用） 

 

http://www.lib-utsunomiya.jp 

 

2012.10 

開館１周年記念イベントを行いました 

 

 

 

せきぐちさん作「南図書館のうた」が 

できました！ 

 

①広い児童スペース…全体の 1/2の面積 

②地域・関係機関・学校との連携 

 …近隣小中高校や地域、地元企業と連携 

③家庭生活支援…コーナーの設置、講座開催 

④交流機能…ホールや会議室の運営 

⑤学校支援…図書の貸出や研修の実施 

★南としょかん祭 

９月１日（土） 

倉沢大樹トリオ 

ＪＡＺＺライブ 

など 

①児童スペース ②雀宮中除草作業 ②宇工との連携読書環境整備事業 

④サザンクロスホール 

③家庭生活支援コーナー ⑤学校司書研修 

南図書館の特長は・・・ 

★せきぐちゆきさん 

コンサート 

７月１４日（土） 
★藤原和博さん 

講演会 

７月２８日（土） 



 

読書の秋、司書がおすすめする 1冊 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ じっくり読みごたえのある本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『水滸伝 全１９巻（文庫）』北方謙三 集英社 

『梁塵秘抄（文庫） ビギナーズ・クラシックス日本の古典』 後白河院 角川学芸出版 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ほっこり、癒し系の本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ターシャからの手紙』  ターシャ・チューダー  メディアファクトリー 

『宙
そ ら

の名前』 林完次 角川書店 

      『みんなの谷川俊太郎詩集（文庫）』 谷川俊太郎 角川春樹事務所 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 家族で楽しめる本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『日本ふしぎワンダーランド５０』 河出書房新社 

『妖怪アパートの優雅な日常 全１０巻』 香月日輪 講談社 

『チョコレート工場の秘密』 ロアルド・ダール 評論社 他に「ロアルド・ダール コレクション」全２２巻あり 

 

『漂流（文庫）』 吉村昭 新潮社 

江戸時代に無人島に漂着した船乗り

の１２年間にわたるサバイバル。 

 

『黒と茶の幻想（文庫）』 上・下  

恩田陸 講談社 

学生時代の同窓生だった男女四人は、

俗世と隔絶された目的地を目指す。美し

い謎が浮かび上がる物語。 

 

『チャイルド４４（文庫）』 上・下 

ﾄﾑ･ﾛﾌﾞ･ｽﾐｽ 新潮社 

スターリン体制化のソ連で、上司から

罠にはめられた捜査官の運命は？ 

 

『動物オメガ図鑑』  

松原卓二 マガジンハウス 

カワイイω（オメガ＝動物のクチとその

周辺）を求めて日本の動物園、水遊館

から収集した選りすぐりの写真集。 

 

『大人の写真。子供の写真。Ⅱ』  

新倉万造 枻出版社 

視線の高さの違いから、大人と子供

が同じものを写真に撮ったらどのよう

になるのでしょう？ 

 

『一階でも二階でもない夜 回想電車Ⅱ』    

堀江敏幸 中央公論新社 

穏やかな気持ちになれる５４編のエッセイ集。

寝る前に一日１編ずつ大切に読みたい。 

   
『地球大図鑑』 ネコ・パブリッシング 

「宇宙のなかの地球」から地中の組成まで

あらゆる角度から地球を解剖。 地球のな

りたちや、活動のしくみを全ページのカラー

イラストで詳しく解説。 

『用寛さん』 杉山亮 フレーベル館 

文字をたどりながら入口から出口までス

トーリーをすすめていく迷路。用寛さんと

一緒に自由なおはなしの世界へと旅をし

ましょう！ 

『ぴったりはまるの本』  

佐藤雅彦 ポプラ社 

この本は、あなたのおうちにたぶんあ

る、あるものがぴったりはまる本です。

なにがぴったりはまるか、さがしてみて

ください。 

こちらも 

おすすめ 

こちらも 

おすすめ 

こちらも 

おすすめ 

 
 



 

 

 

グリム童話誕生２００年記念 グリム童話を聞く会 

グリム童話のストーリーテリング（素話）によるおはなし会です。 

◇日 時・会 場 ①１０月１３日（土）午後１時３０分～３時＝上河内図書館多目的ホール 

②１０月２０日（土）午後１時３０分～３時＝中央図書館３階集会室 

③１１月 ３日（土）午後１時３０分～３時＝東図書館２階集会室 

◇対 象 小学生から大人まで ◇定 員 各先着５０名 申込不要です。直接会場へおいでください。 

 

東図書館（中今泉３丁目）℡ 638-5614 

子育て支援講座  乳幼児期から始める食育 

栄養士が、おやつの選び方、偏食をなおす工夫などの役立つ情報を紹介します。 

◇日 時 １０月２３日（火）午前１０時２０分～１０時５０分（栄養士の講話） 

◇会 場 東図書館２階集会室  

◇対 象 ０~２歳児とその保護者 ◇定 員 先着２０組 

◇申込み １０月２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 

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 １０月２６日（金） 

   

◇会 場 東図書館２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 １０月２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 

【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 

下野みんわの集い  ～ むか～し むか～し あったとさ ～  

下野民話の会による民話の語りです。  

◇日 時 １１月１０日（土）午後１時３０分～３時 ◇会 場 東図書館２階集会室  

◇定 員 先着８０名 申込不要です。直接会場へおいでください。 

２０周年記念事業  高齢期の住まいと暮らし ～ 縮退社会におけるまちづくりを考える 

陣内雄次（じんのうち ゆうじ）さん（宇都宮大学教授）をコーディネーターとしたパネルディスカッショ

ンなど。 

◇日 時 １１月１８日（日）午後１時３０分～４時３０分 ◇会 場 東図書館２階集会室  

◇定 員 先着６０名 ◇申込み １０月２日（火）午前９時３０分から直接または電話で 

放送大学栃木学習センター６３２－０５５２まで 

シニア支援講座  インターネットを使って図書館を使いこなそう！ 

図書館のＨＰの便利な使い方を実際にパソコンの操作をしながら体験します。 

◇日 時 １１月２７日（火）午後２時～４時 

◇会 場 視聴覚ライブラリーパソコン室 

◇対 象 ６０歳以上（パソコンの基本操作のできる人） ◇定 員 先着１５名 

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

２０周年記念事業  クリスマスＪＡＺＺコンサート サックスユニットブルートレインによる演奏 

◇日 時 １２月１日（土）午後３時～４時 

◇会 場 視聴覚ライブラリースタジオ 

◇定 員 先着５０名  

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



 

中央図書館（明保野町）℡ 636-0231 

子どもと子どもの本をつなぐ講座  「自然観察における絵本作成」 

三輪一雄（みわ かずお）さん（絵本作家）の講演会です。 

◇日 時 １０月２１日（日）午後１時３０分～３時３０分 

◇会 場 中央図書館３階集会室 ◇対 象 一般市民（小学生以上） ◇定 員 先着１００名 

◇申込み １０月２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 

第 180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。 

今回、３０周年を迎えることを記念して、演者の初披露ネタをお楽しみいただきます。 

◇日 時 １１月１７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  「医師がすすめる 疲れをためない１週間のすごし方」 

西多昌規（にしだ まさき）さん（精神科医・医学博士 自治医科大学講師）による「疲れ」についての 

講演会です。 

◇日 時 １１月１８日（日）午後１時３０分～３時３０分 

◇会 場 中央図書館３階集会室 ◇定 員 先着８０名 

◇申込み １１月１日（木）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 

 

南図書館（雀宮町）℡ 653-7609  

秋のお楽しみ会 

「おはなしきゃらばんつぼみ座」による人形劇などの公演です。 

◇日 時 １１月３日（土）午前１０時３０分～１１時３０分 ◇会 場 南図書館サザンクロスホール 

◇定 員 先着１２０名 申込不要です。直接会場へおいでください。 

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 １１月３０日（金） 

   

◇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 先着各２０組 

◇申込み １１月１３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 

【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 

 

上河内図書館（中里町）℡ 674-1123  

上河内図書館２０周年記念事業 「親子映画会」 

 

◇日 時 １０月２７日（土） 

 

◇会 場 上河内図書館多目的ホール◇定 員 先着６０名 申込不要です。直接会場へおいでください。 

【午前の部】午前１０時～「キャプテン」  

【午後の部】午後２時～「映画忍たま乱太郎」他 
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