
●開館のオープニングイベントでは・・・ 

地域の幼稚園児から高校生までの皆さんに、開館イベントを盛り

上げていただきました。 
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南図書館では、近隣の高等学校と連携し、いろいろな事業

への取り組みを進めています。 
南図書館は、宇都宮工業高等学校と隣接し、また、近くに宇都宮南高等学校もあることから、高校生の

パワーや能力を図書館事業に生かせるよう連携を進めています。こうした中で、青年層の利用を促す読書

環境の充実を目指しています。 
開館から現在までの間に行ってきた取り組みをご紹介します。 

●館内サインの製作 

・すずめ幼稚園    マーチングバンド 
・雀宮中央小学校   群読 
・雀宮東小学校    金管バンド 
・雀宮南小学校    マーチングバンド 
・五代小学校     おはやし（八木節） 
・新田小学校     おはやし 
・雀宮中学校     雀中ソーラン 
・若松原中学校    合唱  
・宇都宮南高等学校  ブラスバンド演奏 宇都宮南高等学校生の 

・宇都宮工業高等学校 ロボット実演 イベント司会 

   

こちらの書架表示は、宇都宮工業高等

学校の協力のもとで作成しました。 

●愛称決定記念コンサートでの

宇都宮工業高等学校音楽部の演奏

（２ページをご覧ください） 宇都宮工業高等学校 ロボット実演 

●高校生講師による工作教室「南図書館のクリスマスツリーを飾ろう」の開催 

１１月に、宇都宮工業高等学校の生徒が講師となり、地域の小学生の工作教室を開催しました。この中で

作成した飾りは、現在、南図書館東側のドイツトウヒ（クリスマスツリー）に飾ってあります。 
※来年度は、南図書館の回廊に、宇都宮工業高等学校の生徒が製作してくれた木製ベンチが並ぶ予定です。

今後も中高校生の読書活動を支援するため、「中高校生コーナー」を整備するなど、協働して取り組

んでまいります。 



 

 多目的ホール：愛称

◆雀宮中央小学校 

◆宇都宮工業高等学校音楽部 

◆吉澤延隆（よしざわ のぶたか）さん 

「筝曲演奏家・宇都宮エスペール賞受賞者」

仁平隆史（にへい たかし）さん「絵本朗読」

 邦楽ゾリスデン 

 

        

 

 

  

７月１６日にオープンした南図書館。「本の広場」はもちろん、定員４００人の「多目的ホール」での

催し物にも既に多くの方にご来場いただき、また、親子で楽しめる幼児用スペース「プレイルーム」は、

南図書館の隠れた人気スポットになっています。 

南図書館では、これからますます親しみを持って利用していただくことを願って「多目的ホール」「プ

レイルーム」の愛称を募集しましたところ、小・中・高の児童生徒の皆さん７４０人（多目的ホール５

７１点、プレイルーム６８９点）から応募があり、選考委員会での選考の結果、「多目的ホール」には宇

都宮南高等学校３年荒川真喜士（あらかわ まきし）さんの『サザンクロスホール』が、「プレイルー

ム」には市内の高校生(匿名希望)の『おひさまひろば』がそれぞれ選ばれました。この愛称を考えた理

由について、「多目的ホール」は「サザンクロス（南十字星）は南図書館の南と星

の交わりから、南部地区の交流拠点としてのイメージができる」、また「プレイルー

ム」は「南図書館東南の角の日当たりの一番良い位置にあり、おひさまからポカポ

カとした暖かな親子の交流の雰囲気をイメージした」とのコメントを考案した方か

らいただいています。 

＊ ＊ ＊ 愛称 決定記念コンサートを開催しました ＊ ＊ ＊  
  １０月８日(土)、南図書館多目的ホール「サザンクロスホール」において、愛称の発表と考案者への

賞状授与の後、愛称決定記念コンサートを開催しました。 

 

                         

     

          

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

プレイルーム：愛称 

「多目的ホール」と「プレイルーム」

愛称 が決まりました！！！ 

出 

演 

雀宮中央小学校の皆さんの気持ちのこもった力

強い「群読」に続き、宇都宮工業高等学校音楽部の

「吹奏楽」では、渡辺貞夫（わたなべ さだお）さ

ん作曲・布袋寅泰（ほてい ともやす）さん作詞に

よる新校歌も披露され、大いに盛り上がりました。

吉澤さんと仁平さんによる

「三びきのやぎのがらがらど

ん」では、朗読と筝曲の絶妙

なコラボレーションに、会場

全体が引き込まれました。 

吉澤さんと邦楽ゾリスデンの皆さんの筝と尺八の演

奏では、日ごろ聴く機会の少ない和楽器の豊かな音色

がホールに響き渡りました。 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

冬のおはなし会スペシャル 

◇日 時 １２月１０日（土） 
 午前１１時から正午まで 

◇会 場 東図書館（中今泉３丁目） 
１階おはなしコーナー 

◇内 容 絵本の読み聞かせ、紙芝居など 
土曜日のおはなし会を 1 時間で開催。 
１・２歳向けの読み聞かせも行います。 

◇問合せ 東図書館６３８－５６１４ 

おはなしサロン クリスマス・スペシャル 

◇日 時 １２月１７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 絵本の読み聞かせ、ストーリーテリン 

グ（素話）、工作など 
◇定 員 ２０名（当日の午後２時から受付） 
◇問合せ 河内図書館６７３－６７８２ 

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！～ 

  
東図書館 

（中今泉３丁目）
中央図書館   

（明保野町） 

日時 
１２月１０日（土）
午後２時～３時 

１２月２４日（土）
午後２時～３時 

場所 ２階集会室 ３階集会室 

◇内 容 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。 

◇対 象 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。 

冬休みお楽しみ会 
◇日 時 １２月２３日（金） 
【午前の部】午前１０時３０分～１１時３０分 
【午後の部】午後１時３０分～２時３０分 
◇会 場 中央図書館 ３階集会室（明保野町） 
◇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１２０名 
◇申込み 不要。直接会場へ 
◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 

『１２月のえほん 季節を知る・遊ぶ・感じる』 

長谷川康男／監修 ＰＨＰ研究所 ２０１１ 

『１月のえほん 季節を知る・遊ぶ・感じる』 

長谷川康男／監修 ＰＨＰ研究所 ２０１０ 

☆１２月の旬な食べ物といえば？お正月には何をして遊ぶ？ 

各月ごとの行事や知識を学びましょう。 
 

◆季節を楽しむ本はほかにも… 

『子どもと楽しむ行事とあそびのえほん』 すとうあさえ／文 のら書店 ２００７ 

『伝統行事がわかる図鑑４ 冬のしきたり』 新谷尚紀／監修 ポプラ社 ２０１１ 

季節を楽しもう

 

 

『クリスマス・正月の工作図鑑 どんぐり・まつぼっくり・落花生、身近な素材ですぐつくれる』  

岩藤しおい／著 いかだ社 ２００９ 

☆どんぐりや落ち葉、木の実を使って、クリスマスとお正月のかざりを手作りしてみませんか？ 

ミニクリスマスツリーやミニ門松、羽子板だって作れます！ 

 

『きせつの手づくり図鑑 冬』 峯村良子／作・絵 偕成社 ２０１１ 

☆親子でいっしょに、冬のプレゼントや部屋かざりを作ってみましょう。 

 

◆手作りを楽しむ本はほかにも… 

『まるごとクリスマススペシャル』 コダシマアコ／著 かもがわ出版 ２０１０ 

『ダヤンのクリスマスまでの１２日』 池田あき子／著 ほるぷ出版 １９９０ 

手作りを楽しもう 

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/4408/9784035334408.jpg�
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/8705/87051216.jpg�


 

河内図書館子ども向け映写会 

◇日 時 平成２４年１月１４日（土）午後３時～３時４５分 
◇内 容 １６ｍｍ映写機による子ども向け映写会 
◇上映タイトル 「だるまちゃんとてんぐちゃん」（23 分）「オバケちゃん」（25 分） 
◇定 員 先着３０名（入場無料・申込み不要）   ◇会 場 河内図書館 集会室（中岡本町） 
◇問合せ 河内図書館６７３－６７８２ 
第１７５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２４年１月２１日（土）午後２時～４時   

◇会 場 南図書館 サザンクロスホール（雀宮町） 

◇問合せ 中央図書館６３６－０２３１ 

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～ 
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２４年１月２４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（明保野町） 
◇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 平成２４年１月１０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

家庭生活支援講座 「ちょっと元気になる子育ての話－子どもは自分で大きくなる」 

◇日 時 平成２４年２月３日（金）午前１０時３０分～正午 

◇会 場 南図書館 サザンクロスホール（雀宮町）     ◇定 員 ４００名 
◇内 容 白梅（しらうめ）学園大学学長・東京大学名誉教授 汐見稔幸（しおみ としゆき）氏による講演 

◇申込み 平成２４年１月１１日（水）午前９時３０分から直接または電話で、南図書館６５３－７６０９まで

※託児を受付けます。詳細はお問合せください。 
子どもと子どもの本をつなぐ講座「絵本の育て方－絵本を読むこと、作ること－」 

◇日 時 平成２４年２月５日（日）午後１時３０分～３時３０分 
◇会 場 中央図書館 ３階集会室（明保野町）   ◇対象 一般市民    ◇定員 １００名 
◇内 容 絵本作家 いとうひろし氏による大人対象の講演 
◇申込み 平成２４年１月１０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

長期未利用者の方の登録データ削除のお知らせ 

利用者の方の個人情報を保護するため、過去５年以上図書館・図書室で貸出を受けていない方の利用登録データを

１２月２９日（木）に削除する予定です。その後は利用カードが使用できなくなります。再度ご利用の際には、新規登録をし

ていただきます。 
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★年末年始のため、１２月２９日（木）から１月３日（火）まで、全館休館となります。


