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株式会社 西邑画廊

芳賀町の芸術文化振興にご尽力いただいている丸山悦郎氏（祖母井）から寄贈された、
棟方志功の肉筆画と川上澄生の版画、合計９点を中心に、２人の版画家の作品を展示します。

棟方志功《天地明炎之韻妃図》当館蔵

川上澄生《文明開化横浜》当館蔵 川上澄生《南蛮ぶり》当館蔵

新
収
蔵
記
念
展

観覧無料

観覧時間 月曜日・10月29日（金）9:30 ～ 17:00

下野新聞社・読売新聞宇都宮支局・真岡新聞社・
とちぎテレビ・エフエム栃木

協      力
芳賀町　芳賀町教育委員会主　　催

後　　援

休 館 日

図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

36.5

タイトル 歌手名 発売元
Editorial Official髭男dism ポニーキャニオン
BEST OF THE BEST SPYAIR 
X DISH// 演奏 Sony Music Labels
人気のコーラスソング  日本コロムビア

タイトル 出演者 発売元
愛がなんだ  バンダイナムコアーツ
きっと、またあえる  ファインフィルムズ
荒野に希望の灯をともす  日本電波ニュース社（製作）
おうちで簡単オリジナル体操   NHKエンタープライズ（販売）
人体のサバイバル!  東映ビデオ  東映（販売）
ラーヤと龍の王国  ウォルト・ディズニー・ジャパン

10月の休館日新着図書案内 1・4・11・18・25・29日

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／10月16日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

読書手帳配布中
総合情報館にご来館の際は
感染症対策にご協力ください

読書の秋がやってきた！古文書検索システム運用開始
～あなたのお気に入りの　　　
　　　1冊が見つかるかも～

　図書館窓口にて、オリジナルの読書手帳を
無料配布中です。
　１冊に100冊分の本や感想を書き込めます。

　来館者の皆さんの健康を守り、安心して総合情報館をご利用
いただくため、ご協力をお願いします。

　皆さんに読書を楽しんでもらう
ため、図書館ではたくさんの特集
コーナーを設置しています。来館
した時は、ぜひ特集コーナーをの
ぞいてみてくださいね♪

　文書館閲覧窓口において、
文書館で所蔵する資料のうち、
整理の終わった約5,000点の
資料を、パソコンで検索でき
るようにしました。フリーワー
ド検索もできますので、ぜひご
利用ください。

内容：愛する人を守ることは罪なのか―。房総
沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の行
方をたどると、関係者として天才物理学者の名
が挙がった。草薙は、横須賀の両親のもとに滞
在する湯川学を訪ねるが…。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『透明な螺旋』
著者名：東野 圭吾
出版社：文藝春秋

今月の一冊 ☆一般書☆

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。

一般書
書　名 著者名 出版社
子のない夫婦とネコ 群 ようこ 幻冬舎
旅のない 上田 岳弘 講談社
本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫 講談社
老虎残夢 桃野 雑派 講談社
おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ 中央公論新社
母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 中央公論新社
炎上フェニックス 石田 衣良 文藝春秋
ばにらさま 山本 文緒 文藝春秋
監禁 秋吉 理香子 双葉社
ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな PHP研究所

書　名 著者名 出版社
おてんばヨリーとひげおじさん   岩波書店
おかあさん ごめんなさい みやにし たつや 作・絵 金の星社
ぎんいろのねこ あまん きみこ 作　えがしら みちこ 絵 金の星社
しゅくだいがっしょう 福田 岩緒 作・絵 PHP研究所
きょうも のはらで   好学社

児童書

ソニー ミュージック
エンタテインメント

スシャント・シン・ラージプート、
シュラッダー・カプールほか出演

岸井 ゆきの、成田 凌ほか出演

中村 哲　朗読:石橋蓮司
語り:中里雅子
体操指導:多胡肇ほか
アシスタント:吉江晴菜ほか

ケリー・マリー・トラン、
オークワフィナほか声の出演

練馬児童合唱団ほか歌、
三輪 裕子ほか指揮、八谷 惠子ほかピアノ

松田 颯水、潘 めぐみほか声の出演

エズラ・ジャック・キーツ絵
石津 ちひろ 訳

アニー・M.Gシュミット 作
フィープ・ヴェステンドルプ 絵　西村由美 訳

DVD

CD

マスク着用 手指の消毒 検温
来館者

受付票の記入
ソーシャル
ディスタンス

20 広報はが 令和3年10月号
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10/12（火）→11/14（日）
2021年

株式会社 西邑画廊

芳賀町の芸術文化振興にご尽力いただいている丸山悦郎氏（祖母井）から寄贈された、
棟方志功の肉筆画と川上澄生の版画、合計９点を中心に、２人の版画家の作品を展示します。

棟方志功《天地明炎之韻妃図》当館蔵

川上澄生《文明開化横浜》当館蔵 川上澄生《南蛮ぶり》当館蔵

新
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観覧無料

観覧時間 月曜日・10月29日（金）9:30 ～ 17:00

下野新聞社・読売新聞宇都宮支局・真岡新聞社・
とちぎテレビ・エフエム栃木

協      力
芳賀町　芳賀町教育委員会主　　催

後　　援

休 館 日

図書館
ケータイサイト

知恵の      館だより環環 問総合情報館 ☎028（677）2525

36.5

タイトル 歌手名 発売元
Editorial Official髭男dism ポニーキャニオン
BEST OF THE BEST SPYAIR 
X DISH// 演奏 Sony Music Labels
人気のコーラスソング  日本コロムビア

タイトル 出演者 発売元
愛がなんだ  バンダイナムコアーツ
きっと、またあえる  ファインフィルムズ
荒野に希望の灯をともす  日本電波ニュース社（製作）
おうちで簡単オリジナル体操   NHKエンタープライズ（販売）
人体のサバイバル!  東映ビデオ  東映（販売）
ラーヤと龍の王国  ウォルト・ディズニー・ジャパン

10月の休館日新着図書案内 1・4・11・18・25・29日

図書館おはなし会
─ボランティアさんによる本や紙芝居の読み聞かせ─

日時／10月16日（土）11：00～
場所／総合情報館　多目的室

読書手帳配布中
総合情報館にご来館の際は
感染症対策にご協力ください

読書の秋がやってきた！古文書検索システム運用開始
～あなたのお気に入りの　　　
　　　1冊が見つかるかも～

　図書館窓口にて、オリジナルの読書手帳を
無料配布中です。
　１冊に100冊分の本や感想を書き込めます。

　来館者の皆さんの健康を守り、安心して総合情報館をご利用
いただくため、ご協力をお願いします。

　皆さんに読書を楽しんでもらう
ため、図書館ではたくさんの特集
コーナーを設置しています。来館
した時は、ぜひ特集コーナーをの
ぞいてみてくださいね♪

　文書館閲覧窓口において、
文書館で所蔵する資料のうち、
整理の終わった約5,000点の
資料を、パソコンで検索でき
るようにしました。フリーワー
ド検索もできますので、ぜひご
利用ください。

内容：愛する人を守ることは罪なのか―。房総
沖で男性の遺体が見つかり、失踪した恋人の行
方をたどると、関係者として天才物理学者の名
が挙がった。草薙は、横須賀の両親のもとに滞
在する湯川学を訪ねるが…。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

『透明な螺旋』
著者名：東野 圭吾
出版社：文藝春秋

今月の一冊 ☆一般書☆

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書を検索できます。

一般書
書　名 著者名 出版社
子のない夫婦とネコ 群 ようこ 幻冬舎
旅のない 上田 岳弘 講談社
本が紡いだ五つの奇跡 森沢 明夫 講談社
老虎残夢 桃野 雑派 講談社
おまえなんかに会いたくない 乾 ルカ 中央公論新社
母親からの小包はなぜこんなにダサいのか 原田 ひ香 中央公論新社
炎上フェニックス 石田 衣良 文藝春秋
ばにらさま 山本 文緒 文藝春秋
監禁 秋吉 理香子 双葉社
ガラスの海を渡る舟 寺地 はるな PHP研究所

書　名 著者名 出版社
おてんばヨリーとひげおじさん   岩波書店
おかあさん ごめんなさい みやにし たつや 作・絵 金の星社
ぎんいろのねこ あまん きみこ 作　えがしら みちこ 絵 金の星社
しゅくだいがっしょう 福田 岩緒 作・絵 PHP研究所
きょうも のはらで   好学社

児童書

ソニー ミュージック
エンタテインメント

スシャント・シン・ラージプート、
シュラッダー・カプールほか出演

岸井 ゆきの、成田 凌ほか出演

中村 哲　朗読:石橋蓮司
語り:中里雅子
体操指導:多胡肇ほか
アシスタント:吉江晴菜ほか

ケリー・マリー・トラン、
オークワフィナほか声の出演

練馬児童合唱団ほか歌、
三輪 裕子ほか指揮、八谷 惠子ほかピアノ

松田 颯水、潘 めぐみほか声の出演

エズラ・ジャック・キーツ絵
石津 ちひろ 訳

アニー・M.Gシュミット 作
フィープ・ヴェステンドルプ 絵　西村由美 訳

DVD

CD

マスク着用 手指の消毒 検温
来館者

受付票の記入
ソーシャル
ディスタンス
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