
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
暑い夏が過ぎ“読書の秋”がやってきました。そこで、秋の夜長におすすめの本を集めてみました。 

 

＊秋を感じる本＊ 

『秋の七草 ものと人間の文化史』 有岡利幸／著 法政大学出版局 ２００８ 
『星空ガイド ２０１１』 藤井旭／企画・構成 誠文堂新光社 ２０１０ 
『「雲」の楽しみ方』 ギャヴィン・プレイター・ビニー／著 河出書房新社 ２００７ 
『世界のキノコ切手』 飯沢耕太郎／著 プチグラパブリッシング ２００７ 
『月光』 林完次／写真・文 角川書店 ２０１０ 
『里山の一日 秋の日』 今森光彦／著 アリス館 ２００７ 
『ちひろ秋の画集』 ちひろ美術館／編 講談社 ２０１０ 
『日本語は京の秋空』 金田一春彦／著 小池書院 ２００９ 
『十五夜お月さん 野口雨情童謡選』 雨情会／編 社会思想社 ２００２ 
『名句歌ごよみ 秋』 大岡信／著 角川書店 １９９９ 
『日本の名随筆１９ 秋 歳時記』 山本健吉／編 作品社 １９８４ 

＊親子で楽しむ本＊ 

『星と星座の伝説 秋』 瀬川昌男／著 小峰書店 ２００８ 
『秋のスイーツ 季節の手作りスイーツ』 大森いく子／著 金の星社 ２０１１ 
『やさいむらのなかまたち 秋』 ひろかわさえこ／作 偕成社 ２０１０ 
『まるごとどんぐりスペシャル』 おおたきれいこ／著 かもがわ出版 ２０１０ 
『いきもの歳時記 秋』 古舘綾子／文 童心社 ２０１１ 
『さがしてあそぼう秋ものがたり』 ロートラウト・スザンネ・ベルナー／作 ひくまの出版 ２００６ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.lib-utsunomiya.jp/m（携帯端末用）

http://www.lib-utsunomiya.jp 

秋秋  

◆このほかにもたくさんの秋にちなんだ本がありますので、お気軽におたずねください。 

読書週間とは…昭和２２年、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、出版社、取次会

社、書店と公共図書館が力を合わせ、さらにマスコミ機関の協力のもと、第１回「読書週間」が開催されました。

その反響は大きなもので、以後、「読書週間」は国民的行事として定着しました。 

10月27日から11月9日は読書週間です！ 
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「栃木ＳＣ」がつなぐ 

「ギラヴァンツ北九州」「北九州市」との交流展 

開催期間：平成２３年１０月２４日～１０月２９日 

協力：栃木ＳＣ ギラヴァンツ北九州 北九州市 

試合日程：１０月２９日（土） １７：００キックオフ 

「北九州」 ｖｓ 「栃木」 

北九州市立本城陸上競技場 

「ガイナーレ鳥取・鳥取県」との交流展 

開催期間：平成２３年１０月３０日～１１月６日 

協力：栃木ＳＣ ガイナーレ鳥取 鳥取県 

試合日程：１１月６日（日） １３：００キックオフ 

「鳥取」 ｖｓ 「栃木」 

とりぎんバードスタジアム 

チームのグッズ展示や観光資料の配布を行います。

開催場所：東図書館入口展示スペース 

「図書館で北関東ダービー！？」 

開催期間：平成２３年１１月７日～１２月４日 

『北関東自動車道』全面開通直前に東日本大震災

が発生し、開催を先送りしておりました「北関東道開

通記念 図書館で北関東ダービー！？」の開催が

決定しました。ぜひこの機会に、北関東３県とチーム

の魅力をお楽しみください。 

なお、「草津町立図書館」では１０月中旬より１２月４

日まで、「水戸市立内原図書館」では１０月１５日か

ら１２月４日まで同企画展が開催されます。 

共催：草津町立図書館 水戸市立内原図書館 

協力：栃木サッカークラブ 草津温泉フットボール 

クラブ 水戸ホーリーホック    

※サッカーの「北関東ダービーについて」は、栃木ＳＣホーム 

ページでご確認ください。http://www.tochigisc.jp/ 

Ｊリーグのクラブチーム×全国各地の図書館 「図書館が クラブチームが つながる」プロジェクト 

 

■「図書館が クラブチームが つながる」プロジェクトとは？ 

このプロジェクトは、クラブチームを軸とした地域活性化と、図書館の情報拠点化を目的として、図書館海援隊参加館を 

中心とする全国各地の公共図書館（有志）と、Ｊリーグのクラブチーム（有志）が協働で取り組んでいるものです。昨年の読

書週間に併せて実施された「全国同時キャンペーン」より東図書館も参加。全国各地でさまざまな活動が展開されており

読書週間に併せて、今年１０月、東京都文京区にある「サッカーミュージアム」に同プロジェクトＰＲブースが設置されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「図書館が クラブチームがつながる お知らせのページ」http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/1299313.htm 

文部科学省「図書館・公民館海援隊プロジェクト」のページ http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/kaientai/1288450.htm 

詳しくは、上記の文部科学省ホームページでご確認ください。 

 

■栃木サッカークラブとアウェーの魅力を発信！ 「図書館で北関東ダービー！？」１１月７日からスタート！ 

今年度は１０月２４日より、栃木 SC、アウェーの図書館・クラブチームとの協働事業を下記のとおりスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◎全国各地の活動事例 

・選手のおすすめ本リストの作成 

・チームマスコットとのおはなし会の実施 

・選手による読み聞かせ会の実施 

・スタジアムでのリユース本の配布 

・スタジアムでのブックリストの配布 

・クラブチームがつなぐ交流展の開催 

 

東図書館では、ホームゲームの対戦チームや地域との交流展や 

「津山・山梨･宇都宮交流展 Ｂ級グルメ対決！を開催しました。 



 

「チームにお手紙を書こう！」には、 

４５０通を超えるお手紙を頂き、 

ありがとうございました！ 

■宇都宮ブリッツェン×宇都宮市図書館読書推進活動 自転車と読書の楽しさを子どもたちに！ 

東図書館は「宇都宮ブリッツェン」との協働事業にも取り組んでおり、交通安全紙芝居「じてんしゃじょうずにのれるかな 

～ライトくんとしょかんにいく」「ブリッツェン特製しおり」の作製や、紙芝居のお披露目会「きょうのおはなし会はライトくんと 

いっしょ」「クラブチームがつなぐ奈良‐宇都宮交流展」などを実施してきました。 

 

ブリッツェン特製しおり増刷！ 

南図書館の開館を記念して作製した「ブリッツェン特製しおり」を増刷しました。 

ジャパンカップ（１０月２２日から２３日）と読書週間（１０月２７日から１１月９日）に 

あわせて、宇都宮市内の全市立小学校、図書館・図書室で配布します。 

みんなの想い、子どもたちに届け！ 

このしおりには、「自転車と読書の楽しさ」や「夢をもつこと」を伝えるメッセージ 

が添えられています。この想いが子どもたちに届くよう、これからも連携事業に 

取り組んでまいります。 

絵本講演会   

◇日 時 １０月２１日（金） 午後１時３０分～３時 ◇会 場 河内図書館 集会室（中岡本町） 
◇内 容 柴田晋吾（しばた しんご）氏（絵本作家）による、絵本の楽しさについての講演 
◇定 員 ３０名 
◇申込み １０月５日（水）午前９時３０分から直接または電話で、河内図書館６７３－６７８２まで 

ぽんぽん船をつくろう 

◇日 時 １０月２２日（土） 午前１０時～正午 ◇会 場 東図書館 ２階集会室（中今泉３丁目） 
◇講 師 小山工業高等専門学校 電子制御工学科 渡邊（わたなべ）先生 平田（ひらた）先生 
◇対 象 小学３年生以上  ◇定 員 １０名 
◇申込み １０月６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 

０．１．２さい おはなし会スペシャル  ～わらべうたであそぼう～ 

◇日 時 １０月２８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 東図書館 ２階集会室（中今泉３丁目）  ◇講 師 宇都宮子どもの本連絡会会員 
◇定 員 各回２０組 
◇申込み １０月１２日（水）午前９時３０分から直接または電話で、東図書館６３８－５６１４まで 

おはなしサロンスペシャル ハロウィン 

◇日 時 １０月２９日（土） 午後２時３０分～３時１０分 ◇会 場 河内図書館 集会室（中岡本町）

◇内 容 英語絵本のよみきかせ、工作など 
◇定 員 先着２０名 申込の必要はありません。当日会場においでください。（午後２時から受付） 
◇問合せ 河内図書館６７３－６７８２ 



 

 
秋のお楽しみ会 

◇日 時 １１月３日（木）午前１０時３０分～１１時３０分 ◇会 場 南図書館 多目的ホール（雀宮町）

◇内 容 「おはなしきゃらばんつぼみ座」による人形劇などの公演 
◇定 員 先着１２０名 申込の必要はありません。当日会場においでください。 
◇問合せ 南図書館６５３－１５４７ 

下野民話のつどい ～むか～し むかし あったとさ～ 

◇日 時 １１月１２日（土）午後１時３０分～３時 ◇会 場 東図書館 ２階集会室（中今泉３丁目） 
◇内 容 「下野民話の会」の会員による「くまんざババア」「とりのみじいさん」など、楽しい話いっぱい 
◇対 象 年長児（保護者同伴）小学生（できるだけ保護者の方もご一緒にご参加ください）～大人の方 
◇定 員 先着８０名 申込の必要はありません。当日会場においでください。 
◇問合せ 東図書館６３８－５６１４ 
第１７４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 １１月２３日（水）午後２時～４時 
◇会 場 中央図書館 ３階集会室（明保野町）申込の必要はありません。当日会場においでください。 
◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 

宇都宮市図書館資料 リサイクル市 

宇都宮市の図書館で不要になった資料等を、リサイクル市にて販売いたします。ぜひご来場ください。 
◇日 時 １２月３日（土）・４日（日） 午前１０時～午後３時 
◇会 場 東図書館 ２階集会室（中今泉３丁目） 
◇価 格 美術書等の大型の単行本１冊２００円  

  単行本１冊１００円  文庫本２冊で１００円  雑誌２冊で１００円 
◇問合せ 東図書館６３８－５６１４ 

読書推進講座 

◇日 時 １２月４日（日）午後１時３０分～３時３０分（質疑応答時間含む） 
◇会 場 中央図書館 ３階集会室（明保野町） ◇定 員 ８０名 
◇内 容 「万葉集で訪ねる飛鳥路」と題した、東京経済大学名誉教授 石丸晶子（いしまる あきこ）氏 

による講演 
◇申込み １１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６３６－０２３１まで 
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