
 

次の世代に語り継いでほしいと

いう思いで、資料を集めました。

ぜひ、お子様を囲んで家族団らん

の時を過ごしてください。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
秀麗な羽黒山と、水清らかな鬼怒川の流れの美しい自然環境に囲まれた上河内図書館は、図書資料 

83,000 冊、雑誌 81 タイトル、視聴覚資料約 3,800 点を所蔵しています。玄関を入るとすぐに、児童コ

ーナーがあり、明るい館内で家族みんなが楽しめるスペースとなっています。 

  上河内図書館の特集コーナー    

農業コーナー 

 
 
 
 

昔話コーナー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
 
    
 
 
 

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用） 
http://www.lib-utsunomiya.jp
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木の温もり溢れる施設内には、大露天風呂など６

タイプのリラクゼーションが楽しめます。上河内

は「ゆずの里」として有名で、１１・１２月の日

曜・祝日・冬至は「ゆず湯」が楽しめます。 

郷土の歴史資料、民具、農具などを展示して

います。「雛人形展」「五月人形展」「婚礼衣裳

展」など定期的な催しが開かれています。 

３００年以上の歴史を持つ伝統ある祭りです。「五穀豊

穣」「家内安全」を願い、孟宗竹で作られた長さ１０ｍ

ほどの梵天を、羽黒山神社まで３ｋｍの参道を練り歩き

奉納します。毎年１１月２３・２４日に行われています。

◆ 羽黒山神社 梵天祭り 

◆ 宇都宮市立上河内民俗資料館 ◆ ほたるの里 梵天の湯 

上河内図書館近くのおすすめスポット 

地域の身近な情報源となるよう「農

業特集コーナー」を設置しました。農

家の方だけでなく、家庭菜園をされる

方にも役立つ資料をそろえています。



 

『こぶじいさま』＜日本の昔話＞ 
松居直／再話 赤羽末吉／画  

福音館書店 
 

おなじみの昔話。鬼たちの歌が魅力的です。 
声に出して歌ってみると踊りだしたくなりますよ！

 
『きんいろのきつね』 

大川悦生／文 赤羽末吉／絵 ポプラ社
 

栃木県の伝説。那須にある殺生石、 
九尾のきつねのお話です。 

同じ本をみんなで読んで、一緒にドキドキワクワク
したことは、家族の大切な思い出になるでしょう。

中央生涯学習センター図書室の利用休止について 

中央生涯学習センターで耐震補強工事を実施するため、下記の期間、中央生涯学習センター図書室の利用

を休止します。大変ご迷惑をおかけしますが、工事期間中は、バンバ出張所や中央図書館（明保野町）な

どをご利用くださいますよう、ご協力をお願いします。 

○期 間 ： 平成２５年１月から３月末まで（予定） 

※本の予約をする際、受取希望場所は他の図書館・図書室などを指定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

北風が吹く寒い日は、お家の中でぬくぬくあたたまりながら本を読んでみませんか？ 

家族みんなで楽しめる本をご紹介します。 

さむ～い冬は 

家族で本を楽しもう！ 

『二年間の休暇』 

ジュール・ベルヌ／作 太田大八／画  
朝倉剛／訳 福音館書店 
 
無人島に漂着した１５人の少年たちの冒険

物語。「十五少年漂流記」の完訳版。知って

いるお話も完訳で読むと、新しい発見があ

りますよ。古典童話をじっくり楽しんで！ 

 

『まいご』＜草原のなかま＞ 
 
吉田遠志／絵と文 リブリオ出版 
 
ライオンにおそわれたヌーのむれ。お母さんと赤ち
ゃんヌーがはぐれてしまいます。同じシリーズの『か
りのけいこ』＜ライオンのかぞく＞も一緒に読んでみ
てください。 

『とびきりすてきなクリスマス』 

 リー・キングマン／作 

バーバラ・クーニー／絵 山内玲子／訳 

              岩波書店 

クリスマスを心待ちにしていたセッパラ

家のもとに、悪い知らせが届きます。家族

の愛情を描いた物語です。 

 
『十二支のお節料理』 
 
川端誠／作 ＢＬ出版 

 
1 年の終わり。十二支の動物たち 
は、それぞれの持ち場でお正月の 
準備に大忙しです。 

『視覚ミステリーえほん』 

ウォルター・ウィック／著  
林田康一／訳 あすなろ書房 
 
まさにミステリー！視覚の錯覚？！ 

 

『終わらない夜』 

セーラ・Ｌ・トムソン／文  
ロブ・ゴンサルヴェス／絵  
金原瑞人／訳 ほるぷ出版 

 
静かで、そして不思議な絵本です。 



 

 

 

 

 

市図書館では、多くの市民の方がボランティアとして活躍しています。 

   今回は、その中からいくつかのボランティアの活動について、ご紹介します。 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

中央図書館（明保野町）℡ 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。 

 中央図書館 東図書館 

日 時 １２月２２日（土）午後２時～３時 １２月９日（日）午後２時～３時 

会 場 ３階集会室 ２階集会室 

対 象 いずれも小学生から大人まで。 

定 員 先着各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。 

【図書館利用マナー指導ボランティア】 

閲覧室等の利用マナー向上のための指導を

行っていただいています。 

【外国語ボランティア】※東図書館のみ 

利用案内などの翻訳をしていただいています。

＜ボランティアの方から一言 ＞ 

ＣＤ・ＤＶＤを良い状態で気

持ち良く映像を観たり、音楽が

聴けることを心から望んでいま

す。 

大切なソフトは皆さんのもの

です。どうか末永く可愛がって

ください。 

＜ボランティアの方から一言 ＞ 

気持ちよく本を選んでもらえる

ように、キレイに本を並べる活動

をしています。私自身、色々な本

に出合えることが嬉しいですね。

【除草・緑化ボランティア】※南図書館のみ 

図書館の敷地内の除草や緑化整備を行って

いただいています。 

図書館の乱れた本棚を整理していただいています。 

【書架整理ボランティア】 

宇都宮市図書館では、上記のボランティアを

随時募集しております。 

活動時間は、図書館の開館時間内です。 

小学生から一般の方まで、受け入れています。

詳しくは最寄の図書館までお問合せください。

募集中！ 

みなさんも一緒に

活動しましょう！ 

【視聴覚資料点検ボランティア】 

ＣＤ・ＤＶＤの音声、映像の確認をしていただいています。 

小中高生ボランティアも 
活躍中です 



 

冬休みお楽しみ会 
◇日 時 １２月２６日（水）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 ◇内 容 人形劇・おはなし会など 
◇出 演 午前の部：おはなしきゃらばんつぼみ座 午後の部：宇都宮子どもの本連絡会 
◇定 員 先着各１２０名 ◇申込み 不要。当日会場へ 
０・１・２歳 おはなし会スペシャル～わらべうたであそぼう～ 
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２５年 1 月２２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 １月７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 
読書推進講座「古事記の神話を読む」 
坂根誠（さかね まこと）さん（國學院大學兼任講師）による「古事記」についての講演会です。 
◇日 時 平成２５年２月１０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 １月７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

東図書館（中今泉３丁目）℡ 638-5614 

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 １２月１３日（木）午前１０時～１１時３０分  
◇会 場 東図書館２階集会室 
◇講 師 佐藤俊夫（さとう としお）さん（とちぎリハビリテーションセンター相談支援部長） 
◇内 容 子どもの心の育ちと周りの大人の接しかた 等 ◇定 員 先着４０名 
◇申込み １２月４日（火）午前９時３０分から直接または電話で東図書館まで 
南図書館（雀宮町）℡ 653-7609 

第１８１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。 
◇日 時 平成２５年１月１９日（土）午後２時～４時 
◇会 場 南図書館サザンクロスホール ◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 
河内図書館（中岡本町）℡ 673-6782 

おはなしサロン クリスマス・スペシャル 
◇日 時 １２月１５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、工作など◇定 員 先着３０名（当日午後２時から受付）

子ども向け映写会 
◇日 時 平成２５年１月５日（土）午後２時３０分～３時１０分 ◇会 場 河内図書館集会室 
◇対 象 幼児～小学生 ◇定 員 先着３０名 ◇申込み 不要。当日会場へ 
◇内 容 「アンパンマンとばいきんまん」「おじゃる丸－ちっちゃいものの大きな力－」ほか 

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２５年１月２６日（土） 午後２時３０分～３時１０分 
◇会 場 河内図書館集会室 ◇ 定 員 先着３０名（当日午後２時から受付） 
◇内 容 ストーリーテリング（素話）と「わらべうた」によるおはなし会 

 
 
 
 

 
 
編集・発行 

第１８７号 平成２４年１２月１日 

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

★年末年始のため、中央図書館は１２月２８日（金）から１月４日（金）まで、 

   東・南・上河内・河内図書館は１２月２９日（土）から１月３日（木）まで休館となります。 


