
  

冊数コース 
 
期間内に読んだ本を台紙に記入して、図書館

カウンターでスタンプをおしてもらいます。 

２０冊読んで記入をすればゴールです。 

 
※図書館にあまり来なくても、 

 ２０冊埋めて最後に図書館に来館すれば 

 完走可能です！ 

来館コース 
 
図書館に来館して本を借りたら、1 日１つ 

スタンプをおせます。１０個でゴールです。 

 
※図書館まつり（１０/２３・２４）と 

 読書週間（１０/２７～１１/９）、イベント最終 

 ３日間（１１/２７・２８・３０）は１日に２つ 

 スタンプをおせる ２倍デー となっています！ 

と し ょ か ん だ よ り 
第３３４号 令和３年１０月 1 日発行 

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：tosyokan@ikeda-dreamwork .com 
開館時間 火・木・金曜日（１０：００～１８：３０） 水曜日（１０：００～１９：００） 土・日・祝（１０：００～１８：００） 

図書館休館日 １０月 

定 休 日  4 日（月）、１１日（月）、１８日（月）、 

      ２５日（月） 

資料整理日 ２２日（金） 

秋の青空リサイクル市開催 読書マラソン開催のお知らせ 

図書館まつり開催のお知らせ ‐EVENT‐ 

‐RECYCLE‐ ‐EVENT‐ 

としょかん特設コーナー情報 ‐SPECIAL‐ 

１０月３０日（土）～３１日（日）の 2 日間、図書館で不要とな

った本を町民の皆様に無料でお譲りする「秋の青空リサイクル市」

を開催します。ぜひお越しください。 
 
◇場所：池田町立図書館 図書館前通路スペース 
◇時間：１１：００～１７：００ ★開館時間（１０時）からではありません。 

◇冊数：無制限 ★今回は「 一般書 」と「 雑誌 」を配布予定です。 
 
※マスクを着用の上、ご来館ください。また本を選ぶ際はなるべく密に 

ならないよう周囲の方と距離をとるようご協力をお願いいたします。 
※コロナの感染状況によっては中止する場合がございます。ご了承ください。 

１０月２３日～２４日に「図書館まつり」を開催します。 
たくさんのご参加お待ちしております。 

 
■人形劇・読み聞かせ   １０月２３日（土） １３：３０～ 
■工作：万華鏡作り    １０月２３日（土） １５：００～ 
■工作：ハロウィンマスク １０月２４日（日） １３：３０～ 
■雑誌付録配布            １０月２３日～２４日 ※なくなり次第終了 
 

◇工作は事前申し込み制です。定員は「万華鏡作り」が 7 名、「ハロウィンマ

スク」が 6 名まで。申し込みは１０月９日（土）１０:００～  
※新型コロナウイルス感染症の感染とその拡大防止の観点から、今後の状況によっては 

中止・規模縮小となる可能性もございます。何卒ご理解をお願いいたします。 

１０月２７日から１１月９日は「秋の読書週間」です。図書館では、 

この読書週間に因んで毎年恒例の読書マラソン『たくさんよむぞぅ。』

を開催いたします。今年も「来館コース」と「冊数コース」の２つのコ

ースから好きなコースを選んで参加できます。スタンプの個数が一定

数貯まると中間プレゼント、更に目標数までスタンプを貯めると完走

となり、素敵な賞品をプレゼントします。奮ってご参加ください。 
   
▼開催期間：１０月１日（金）～１１月３０日（火）  

 ◆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 ハロウィン絵本特集 オバケやモンスターの本を集めました！�	
�★ 

    一般書 ミステリー本特集 10 月 7 日はミステリー記念日！推理小説を大特集！ 



  
2021.8.20-9.16 

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「桃色」です。 

あたまにかきのき（いもとようこ） 

だいじだいじどーこだ？（えんみさきこ） 

マートくんのレストラン（たざわたえこ） 

ふしぎな月（富安陽子） 

はりねずみのおいしゃさんとおばけのこ（ふくざわゆみこ） 

宿題ファイター（よしながこうたく） 

すみっコぐらし しろくま絵本 そらいろのまいにち 

（よこみぞゆり） 

勉強する気はなぜ起こらないのか（外山美樹） 

キラリモンスター ちょっと変わった偉人伝（小川凛一） 

10 歳のミッション（齋藤孝） 

神話最強王図鑑 No.1 決定トーナメント！！（健部伸明） 

教えて、釈先生!子どものための仏教入門（釈徹宗） 

科学っておもしろい（入江久絵） 

ほんとうはびっくりな植物図鑑（石井英男） 

動物なぜなに質問箱（小菅正夫） 

無駄なマシーンを発明しよう！（藤原麻里菜） 

すっぱいのひみつ（赤野裕文） 

ミラクルガール相談室ステキ女子のおしゃれルール

（ステキ女子研究会） 

そんなわけでスポーツはじめちゃいました！図鑑（粟

生こずえ） 

名探偵コナンの究極迷路（青山剛昌） 

すごい四字熟語 小学生～中学生向き（柳生好之） 

小学生の英語のギモン相談室（NHK「基礎英語 0」制

作班） 

名探偵コナンの 12 才までに覚えたい英単語 1200 

名探偵コナンの 12 才までに覚えたい英熟語 300 

５秒後に意外な結末 オイディプスの黒い真実（桃戸ハル） 

科学でナゾとき！2 やまんばの屋敷事件（あさだりん） 

めしつかい猫と運命の宝石（あんびるやすこ） 

ふしぎ文房具店の八雲さん（小川彗） 

おまつりのおばけずかん（斉藤洋） 

都市伝説探偵セツナ（都市伝説探偵事務所） 

おすしかめんサーモン（土門トキオ） 

めいたんていサムくん（那須正幹） 

めいたんていサムくんとあんごうマン（那須正幹） 

都会のトム&ソーヤ 18（はやみねかおる） 

たまごの魔法屋トワ ３（宮下恵茉） 

みんなのためいき図鑑（村上しいこ） 

アーサー王の世界 7（斉藤藤洋） 

クローバーと魔法動物 1～３（ケイリー・ジョージ） 

大人も知らない？ふしぎ現象事典（「ふしぎ現象」研究会） 

子どもテツガク 大切なのは考える力。（小川仁志） 

考える力の育て方 論理的な考え方（オオタヤスシ） 

ワンちゃんパンちゃん論語日記（斉藤洋） 

 

破天荒（高杉良） 

紅きゆめみし（田牧大和） 

硝子の塔の殺人（知念実希人） 

能面検事の奮迅（中山七里） 

巨鳥の影（長岡弘樹） 

やさしい猫（中島京子） 

死物語 上・下（西尾維新） 

二人の嘘（一雫ライオン） 

疼くひと（松井久子） 

蝶の眠る場所（水野梓） 

九十八歳。戦いやまず日は暮れず（佐藤愛子） 

わたしのおひとりさま人生（松原惇子） 

三十の反撃（ソン・ウォンピョン） 

 

◎一般書 新刊テープの色は「桃色」です。 

お探し物は図書室まで（青山美智子） 

みとりねこ（有川ひろ） 

追憶の烏（阿部智里） 

兇人邸の殺人（今村昌弘） 

変な家（雨穴） 

Butterfly World 最後の六日間（岡崎琢磨） 

猫弁と鉄の女（大山淳子） 

結 妹背山婦女庭訓波模様（大島真寿美） 

とにもかくにもごはん（小野寺史宜） 

バスクル新宿（大崎梢） 

噂を売る男 藤岡屋由蔵（梶よう子） 

暮鐘（今野敏） 

星のように離れて雨のように散った（島本理生） 

霧をはらう（雫井脩介） 

ニセ札鑑定人の贋金事件ファイル（吉田公一） 

共感という病（永井陽右） 

キツネ目 グリコ森永事件全真相（岩瀬達哉） 

校則を考える 歴史・現状・国際比較（大津尚志） 

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉（浅野みや） 

１０代の女の子の親が知っておくべき７つのこと（リサ・

ダムール） 

世界のグルメ図鑑（地球の歩き方編集室） 

世界一やさしいブラックホールの話（大須賀健） 

コロナの暗号 人間はどこまで生存可能か？（村上和雄） 

身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ心臓と脳の正しいケア

（鈩裕和） 

こむら返り（出沢明） 

大人の発達障害（太田晴久） 

はじめてママ&パパの子どもの栄養（深津章子） 

実践！介護フットケア（西田壽代） 

朝までぐっすり！夜中のトイレに起きない方法（平澤精一） 

分水嶺 ドキュメントコロナ対策専門家会議（河合香織） 

仕事がしんどくてヤバいと思ったら（汐街コナ） 

かわいいかたちの子ども服（栗原あや） 

アレンジいっぱい！ハンドメイドのリボン BOOK（山口路子） 

はじめてでもすてきに作れるバッグのきほん（猪俣友紀） 

進化する手作りエコバッグ 

キッチンにある材料・道具でできる草木染めの布花アクセ

サリー（Kahon） 

はじめて作るペーパーフラワー（吉村彩） 

羊毛フェルトで作る思いやりせっけん（寺西恵里子） 

白飯サラダ（今井亮） 

家で揚げるともっとおいしい（坂田阿希子） 

ハツ江おばあちゃんのおうち和食 100 レシピ（高木ハツ江） 

自分で名付ける（松田青子） 

 

かすがい食堂（伽古屋圭市） 

隠れの子（小路幸也） 

炎舞館の殺人（月原歩） 

１日１分見るだけで記憶力がよくなるすごい写真（吉野邦昭） 

イラストですぐわかる！息子のトリセツ（黒川伊保子） 

死者の告白 30 人に憑依された女性の記録（奥野修司） 

還暦からの人生戦略（佐藤優） 

新世界海賊の作法（山田吉彦） 

逆説の日本史 26（井沢元彦） 

かわいい古代（譽田亜紀子） 

美術でめぐる西洋史年表（池上英洋） 

独裁者ヒトラーの時代を生きる（大島隆之） 

古代エジプト人の 24 時間（ドナルド・Ｐ・ライアン） 

南北戦争（小川寛大） 

熱狂と幻滅 コロンビア和平の深層（田村剛） 

太平洋諸島の歴史を知るための 60 章（石森大知） 

傑物が変えた世界史 上・下（アラン・ドゥコー） 

小池一子 はじまりの種をみつける（小池一子） 

あいぬ物語（山辺安之助） 

北海道遺産完全ガイド（佐藤圭樹） 

 

はたらく細胞 06（清水茜） 

みずみずしい叙情の日本語（齋藤孝） 

0 歳からがじめる子育ての英語（酒井文秀） 


