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家庭や地域や学校など市民総ぐるみで子どもの 

読書を応援する「子ども読書のまち」を目指し、   

市民フェアを開催します。  

 たくさんの方々のご来場をお待ちいたします。 

 

（同時開催） 

うつのみや人間力向上フォーラム２０１０ 

～みんなではぐくもう！ 宮っこの広がる夢 やりぬく心～ 
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日時：2/13(土)開場 11:30～ 
会場：栃木県総合文化センター 

メインホール・ロビー 

大人気シリーズ『バッテリー』の著者 

あああさささのののあああつつつこここさささんんんのののトトトーーークククシシショョョーーー   
「10 代のきみたちへ」 
10 代のいまだからできることがある  友情って、信頼ってなんだろう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な著書                  

「バッテリー」Ⅰ～Ⅵ（角川文庫） 

「Ｎｏ．６」＃１～＃８（講談社） 

「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ」１～５（ピュアフル文庫） 

「ガールズ･ブルー」（文春文庫） 

ほか多数 

 

 

 

最後には，あさの

あつこさん 

サイン入り著書が

もらえる 

お楽しみ抽選会

もあります。 

 

プロフィール  

岡山県生まれ。青山学院大学在学 

中から児童文学を書き始める。「バッ

テリー」およびその続編で野間児童文

芸賞、日本児童文学者協会賞、小

学館児童出版文化賞を受賞。思春

期の少年少女の感情をつぶさに表現

し、中高生を中心に絶大な人気があ

る。最近は藤沢周平に魅せられ時代

小説も書いている。３児の母。 

入場無料です。 

宇都宮の児童文学作家 

高高高橋橋橋秀秀秀雄雄雄さささんんんととと語語語ろろろううう   
「私が作家になるまで」 
平成21 年度日本児童文学者 

協会賞を受賞した高橋さんが、 

作家になるまでの道のりや、小 

説の書き方について語ってくれ 

ます。 
プロフィール      
宇都宮市在住。日本児童文学者協会，同人誌季節

風などに所属。うつのみや童話の会会長。主な著書は

「やぶ坂に吹く風」「朝霧の立つ川」ほか多数。 

 

子子子どどどもももののの読読読書書書体体体験験験ゾゾゾーーーンンン   
「本はともだち」 
読み聞かせマラソン！  

いつ会場に来ても絵本や昔話の世界を楽しめます。 

工作コーナー（えんぴつマグネット作り）もあります。 

 

子子子どどどもももががが選選選ぶぶぶ文文文学学学賞賞賞   
「うつのみやこども賞」の 25 年 
  宇都宮市内の小学生５・６年生が毎年選ぶ「友だち

にすすめたい本」それが「うつのみやこども賞」。25 年間の

あゆみを紹介します。国内でもめずらしい、子どもが作

家を表彰するこの賞は、本好き宮っ子の原点です。 

 
  

家庭や地域、学校など市民総ぐるみで子どもの 

読書を応援する「子ども読書のまち」を目指し、 

市民フェアを開催します。 

 皆様のご来場をお待ちしています。 
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１０月１日（木）～１０月７日（水）まで、図書館の利用者の方々を対象として図書館利用者アンケー

トを実施しました。このアンケートは図書館サービスについて評価していただき、今後の図書館サービス

の向上に役立てるために毎年行っているものです。 

１ 図書館に対する満足度 

  皆さんが図書館に対して、どのくらい満足しているか質問しました。昨年と比較してみると、「満足」

と「やや満足」をあわせるとほぼ同じ結果となりました。「机や椅子などの設備」に対する満足度が低

くなっていますが、全体的にはほぼ満足していただいています。 

２１年度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

開館時間

閲覧するための机や椅子などの設備

職員の応対

目的の本や資料の探しやすさ

読みたい本や雑誌、調べたい資料の有無

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

 

２０年度

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

開館時間

閲覧するための机や椅子などの設備

職員の応対

目的の本や資料の探しやすさ

読みたい本や雑誌、調べたい資料の有無

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

 
 

２ 図書館サービスに対する周知 

  図書館では様々なサービスを行っていますが皆さんが図書館のサービスをご存知かを質問しました。

医療・子育て情報サービスやビジネス情報サービス、インターネットの閲覧など、新しいサービスがま

だまだ知られていないことがわかりました。新しいサービスを積極的に利用していただくよう、今後一

層ＰＲに努めてまいります。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

インターネットやデーターベースが閲覧できる

医療・子育て情報サービス（市立・東）

ビジネス情報サービス（東図書館）

講演会やおはなし会などの催し物

ＨＰで本の検索予約ができる

センターでも貸し借りできること

本や雑誌への予約

本の在庫調査や、調べ物についての相談

知っている 知らない 無回答

 

図書館利用者アンケート結果から 
４，１２０名という大勢の方々にご協力をいただ

きました。ありがとうございました。 
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第４１回 おはなし玉手箱スペシャル ～冬の巻～ 

１２月２６日（土）市立図書館３階集会室において、「おはなし玉手箱スペシャル 冬の巻」を開催し

ました。２０１０年の干支トラにちなんだ、インドの昔話「トラとバラモンとジャッカル」や、日本の昔

話「年越しのたき火」など盛りだくさんのお話でした。子どもから大人までお話の世界を楽しみました。 

《おはなしカード》 

 「おはなし玉手箱」（市立図書館：第４土曜日開催）に来ると「おはなしカード」にスタンプを１個押し

ます。スタンプをあつめるとかわいいプレゼントがあります。皆さん、ぜひ聞きに来てください。 

問合せ：市立図書館（６３６）０２３１ 

 

 

 

 

読書感想画展 

【１１月１２日（木）～１２月８日（火）】 

宇都宮市内の小学校を対象に夏休みの自由課題とし

て読書感想画を募集しました。今年は、市立図書館、

東図書館、上河内図書館及び河内図書館の４館で５９

校から１，７１０点の作品を展示しました。期間中、

多くの方が感心しながら足を止め作品を見ていまし

た。 

平成２１年度職業生活設計セミナー第２回 

健康生きがいづくり～愛と感謝！笑いのある人生 

１１月１２日（木）東図書館２階集会室において、

社団法人栃木県雇用開発協会との共催セミナーを開催

しました。健康生きがいづくりアドバイザーの田代氏

をお招きして、心と体を元気に保ち生涯現役でいるた

めの秘訣についてお話しいただきました。 

楽しかった「冬休みお楽しみ会」 

 １２月２３日（水）市立図書館３階集会室に

おいて、冬休みお楽しみ会を開催しました。祝

日ということもあって、午前の部・午後の部合

わせて１３８名もの親子連れなどに参加して

いただきました。午前の部は、『おはなしきゃ

らばんつぼみ座』による「虹のきつね」（エプ

ロンシアター）や「ヘンゼルとグレーテル」（人

形劇）など、午後の部は『ひばり』による「こ

うさぎのクリスマスツリー」（紙芝居）や『雀

宮おはなし会』による「あわてんぼうのサンタ

クロース」（パネルシアター）などが上演され

ました。子どもたちはお話しに夢中になり、会

場が歓声に包まれ楽しい会と 

なりました。 

生活支援講座（子育て） 

１１月７、１５、２１日の３日間、東図書館２階集

会室において，栄養・こころ・健康をテーマに、子育

て講座を開催しました。  

講座のひとつの橋本孝宇都宮

大学名誉教授の、「グリムに学ぶ

子育ての知恵」は、子育てに役立

つ話と共に、学ぶ楽しみの種を与

えてくれた講座でした。 

生活支援講座（高齢者） 

 １２月２０日（日）東図書館２階集会室にお

いて、高齢者向け講座を開催しました。講師の

ＮＨＫラジオ深夜便アンカーの遠藤ふき子さ

んは、「真夜中の交流」と題し、深夜便のこぼ

れ話を中心に話されました。 

 普段、聞くことのできない 

内容に参加者のみなさんは、 

深い関心を持って聞き入って 

いました。 
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生活支援講座 野菜スイーツパティシエに学ぶ「野菜のおいしさ食の大切さ」 

◇日 時 ２月２１日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇会 場 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇講 師 柿沢安耶（かきさわあや）さん 

◇定 員 ８０名 

◇申込み ２月１日（月）午前９時３０分から、直接または電話で市立図書館へ（６３６）０２３１。 

もっと身近に～目からウロコの図書館講座～ 

タッチパネル検索機を使いこなそう（図書館にある利用者用検索機の使い方と資料の探し方） 

◇日 時 ２月１５日（月）・１８日（木） ◇会 場 市立図書館（明保野町） 

  ①午前１１時１５分～１１時４５分 ②午後２時１５分～２時４５分 

◇定 員 各回５名程度 

◇申込み １月２５日（月）から電話または直接市立図書館へ（６３６）０２３１。  

 

第１６５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 ３月２０日（土）午後２時～３時 

◇会 場 市立図書館（明保野町）３階集会室 

◇問合せ 市立図書館（６３６）０２３１ 

 
春休みお楽しみ会のお知らせ 

◇日 時 ３月２６日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

◇場 所 東図書館（中今泉３丁目）２階集会室 

◇内 容 「おはなしきゃらばんつぼみ座」による人形劇 

◇対 象 ３歳以上 

◇定 員 １２０名（当日直接会場へ） 

◇問合せ 東図書館（６３８）５６１４ 

 

平成２１年度子どもの本の講座 

「パパ’Ｓ絵本プロジェクト パパたちのすご～い！おはなし会」 

◇日 時 ２月２８日（日）午後１時３０分～３時 

◇会 場 東図書館（中今泉３丁目）２階集会室 ◇定 員１００名 

◇申込み ２月２日（火）午前９時３０分から、 

直接または電話で東図書館へ（６３８）５６１４。 

 


