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図書館休館日

令和３年１２月２２日発行

としょかんだより

定

休

１２月・１月

日

１２月２７日（月）、１月１１日（火）、
１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）
年末年始休館日 １２月２９日（水）～１月３日（月）
資料整理休館日 １月２８日（金）

池田町立図書館（指定管理者：株式会社ドリームワーク）西 1 条 1 丁目地先
℡：５７２－６００６ ＦＡＸ：５７２－２８２８ Ｅメール：t o s y o k a n @ i k e d a - d r e a m w o r k . c o m
開館時間 火・木・金曜日（１０：００～１８：３０）

年末年始の休館について

水曜日（１０：００～１９：００）

‐INFORMATION‐

12 月 29 日（水）から 1 月３日（月）の期間は休館いたします。
なお、12 月 15 日（水）から 21 日（火）の間に借りた本の返却
期限は 1 月 4 日（火）です。
図書館休館中、本の返却をされる方は図書館の入り口または福祉
センター入り口に設置されている返却ポストをご利用ください。
■年末年始休館期間：１２月２９日（水）～ 1 月 3 日（月）

土・日・祝（１０：００～１８：００）

図書館まつりを開催しました

‐REPORT‐

図書館では 10 月 23 日（土）・24 日（日）に年に 1 度のイベント
『図書館まつり』を開催しました。
マスク着用・換気や手指消毒、検温の徹底などをおこなっての開催と
なりましたが、ステージ発表では人形劇サークル「ぱぺっとくれよん」
さんによるボートビルや手品、「E 本よもう！どらねこ倶楽部」さんに
よる絵本の読み聞かせの他、じゃんけん大会などが行われ、図書館内が
大いににぎわいました。
また、工作『万華鏡作り』・『ハロウィンマスク作り』も行われ、
参加された方々はそれぞれ素敵な作品をつくっていました。

多目的室を開放しています ‐INFORMATION‐
図書館では開館日の下記期間、多目的室を閲覧室として開放し
ます。読書だけではなく学習室としてもぜひご利用ください。
▼開放期間：１２月２５日（土）～1 月１６日（日）
（※図書館閉館日の 12/27・12/29～1/3・1/11 を除く）

図書館アンケートについて

‐INFORMATION‐

2 月１日（火）から 27 日（日）まで「図書館アンケート」をカウ
ンターなどで配布いたします。図書館へのご意見・ご要望などアン
ケートにご記入ください。皆さまのご協力をお願いいたします。

としょかん特設コーナー情報

‐SPECIAL‐

◆場所：一般図書新着本コーナー横・図書館カウンター後ろ
◆内容：児童書 鬼の本特集
いろんな鬼の本を集めました。
一般書 鎌倉時代特集 今年の大河ドラマと同じ、鎌倉時代が関係する本大特集！

2021.11.12-12.10

新着本のお知らせ

- NEW -

※カッコ内が作者です。

◎児童書

新刊テープの色は「黒色」です。

ごっつあん！うまいもんずもう（岩田明子）
映画すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ（小宮山
みのり）
ノラネコぐんだんラーメンやさん（工藤ノリコ）
ふゆってどんなところなの？（工藤ノリコ）
パンどろぼうとなぞのフランスパン（柴田ケイコ）
おすしがすきすぎて（サトシン）
くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい（ふくざわゆ
みこ）

かせいじんのおねがい（いとうひろし）
ラストサバイバル 14 生き残りゲーム（大久保開）
ねこのふくびき（木内南緒）
文豪中学生日記（小手鞠るい）
せっしゃ、なべぶぎょうでござる！（しめのゆき）
たんたのたんけん（中山李枝子）
たんたのたんてい（中山李枝子）
ウィンストンとクリスマスのおとしもの（アレック
ス・T・スミス）
パート・オブ・ユア・ワールド 上・下（リズ・ブラスウェル）
クリスマス・ピッグ（Ｊ．Ｋ．ローリング）

総合百科事典ポプラディア 1～18
かわいい女の子のなぞなぞ トキメキ（小野寺ぴりり）
生きる力ってなんですか？（齋藤孝）
この星を救うために知っておくべき 100 のこと（ロー
ズ・ホール）
日本の城 200 図解と写真でよくわかる！（藪内成基）
でんしゃ 254 しゅるい
わくわく手芸部 1～３（ミカ）
SDGｓ時代の食べ方 世界が飢えるのはなぜ？（井出留美）
家族農業が世界を変える １（関根佳恵）
おいしく安心な食と農業 1～2（小泉光久）
こども植物研究所（主婦の友社）
知りたいおぼえたい季節をめぐる花言葉（川崎景介）
犬部！北里大学獣医学部 ジュニア版（片野ゆか）
犬たちよ、今、助けに行くからね（沢田俊子）
おもしろ樹木図鑑（林将之）
きのこのこのこふしぎのこ
くじらの子（石川梵）
希望、きこえる？ルワンダのラジオに子どもの歌が流れ
た日（榮谷明子）
きれいな字のひみつ（青山浩之）
シルバニアファミリーまちがいさがし
東大×ナゾトキ×ゲームブック ハテナ王国の冒険 ～竜
と魔法の書～（東京大学謎解き制作集団 AnotherVision）
ポケモンをさがせ！あたらしいぼうけん（姫野よしかず）
きちんと伝わる手紙の書きかた 1～３（手紙の書きか
た研究会）
方言ずかん（篠崎晃一）

◎一般書

新刊テープの色は「黒色」です。

読まなければなにもはじまらない いまから古典を〈読
む〉ために（木越治）
むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありまし
た。（青柳碧人）
赤と青とエスキース（青山美智子）

K の昇天 或は K の溺死（梶井基次郎）
サマーゴースト（loundraw）
ミニシアターの六人（小野寺史宜）
ブラックガード（木内一裕）
中野のお父さんの快刀乱麻（北村薫）
チグリジアの雨（小林由香）
ボーダーライト（今野敏）
輝山（澤田瞳子）
ものがたりの賊（真藤順丈）
闇祓（辻村深月）
夜が明ける（西加奈子）
御坊日々（畠中恵）
星を掬う（町田そのこ）
残照の頂 山女日記 続（湊かなえ）
らんたん（柚木麻子）
ショローの女（伊藤比呂美）
海をあげる（上間陽子）
月夜の森の梟（小池真理子）
九十歳 わたしの暮らしかた（曽野綾子）
ゼロエフ（古川日出男）
武漢病毒襲来（廖亦武）
ザリガニの鳴くところ（ディーリア・オーエンズ）
カッコ—の巣の上で（ケン・キージー）
あの本は読まれているか（ラーラ・プレスコット）

見知らぬ人（エリー・グリフィス）
天使と嘘 上・下（マイケル・ロボサム）

★
RE-END 死から問うテクノロジーと社会（塚田有那）
100 万回死んだねこ 覚え違いタイトル集（福井県立
図書館）
すぐに役立つ図解と Q&A でわかる著作権の法律問題
とトラブル解決法（森公任）
ギネス世界記録 2022（クレイグ・グレンディ）
知識ゼロでも楽しく読める！心理学 イラスト&図解
（齋藤勇）

三浦綾子祈りのことば（三浦綾子）
世界の祝祭（地球の歩き方編集室）
世界はもっと！ほしいモノにあふれてる３（NHK「世
界はほしいモノにあふれてる」制作班）
るるぶ冬の北海道 2021-2
いまいちばん心ときめく日本の絶景（MdN 編集部）

★
アイヌから見た北海道 150 年（石原真衣）
進化の技法（ニール・シュービン）
世界の美しい動物園と水族館（パイインターナショナル）
クジラのおなかに入ったら（松田純佳）
貧血の人の基本の食事（鈴木謙）
高血圧の基本の食事（苅尾七臣）
リンパ浮腫に悩んだらすぐに読みたい本（辻哲也）
逆流性食道炎自力でよくなる！消化器病の名医陣が教え
る最新 1 分体操大全
いちばん親切な更年期の教科書（高尾美穂）
生命の貯蓄体操（矢野順子）
カーボンニュートラル（巽直樹）
日本の城語辞典（萩原さちこ）
暮しの手帖別冊 お金の手帖 Q＆A（暮しの手帖社）
おうちでできちゃう！カスタマイズお直し（高畠海）
旨い駅そば大百科（「旅と鉄道」編集部）
Disney おうちでごはん 東京ディズニーリゾート公式レ
シピ集（講談社）
魅惑のプリン 36 の美しいレシピと本当は内緒にして
おきたいお店（も。けん）
FOOD ANATOMY 食の解剖図鑑（ジュリア・ロスマン）
魔法のおうちごはん 子どもがパクパク食べる！（あおい）

★
花時間 2022 秋冬 いま、飾りたい花 100
きのこ図鑑 道端から奥山まで。採って食べて楽しむ
菌活（牛島秀爾）
３分ほぐ筋ストレッチ （広瀬統一）
カムカムエヴリバディ 平川唯一のファミリーイング
リッシュ（平川唯一）

