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図書館休館日

令和３年１１月 1 日発行
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１１月

1 日（月）、8 日（月）、１５日（月）、
２２日（月）
、２９日（月）

資料整理日

２６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）

水曜日（１０：００～１９：００）

連絡用メール登録について ‐INFORMATION‐
図書館カウンターでメールアドレスをご登録いただくと予約資
料が準備できた際、メールで連絡通知が届くようになります。
ぜひご登録ください。

土・日・祝（１０：００～１８：００）

読書感想画展開催のお知らせ

‐EVENT‐

１２月に発行される読書感想文集『池田町子どもの読書』第 4３
号にご応募いただきました読書感想画を図書館内で展示します！
子どもたちの作品をぜひご覧ください。
▼期間：11 月 13 日（土）～11 月 30 日（火）

本のネット検索・予約

‐INFORMATION‐

池田町立図書館に所蔵している本は、図書館ホームページにある
『蔵書検索』ボタンから調べることができます。
また、雑誌の新刊号や新着図書の登録状況、1 カ月内の貸出・予
約ランキングなども確認いただけますので、ぜひご覧ください。
新しい雑誌
もうあるかな？

読みたかった本を
探してみよう。

人気の本を
簡単予約！

▶ ネットで貸出中の本を予約できます！

読書マラソンたくさんよむぞぅ。 開催中‐EVENT‐
毎年恒例の読書マラソン『たくさんよむぞぅ。』を１１月３０日
まで開催中です。
今年は「来館スタンプ５個」もしくは「冊数スタンプ１０冊
分」で、読書マラソン中間達成プレゼントとして“缶バッチ”を
プレゼントしております。
※用紙は図書館カウンターで配布しています。
11/1～11/９と最終３日間（27・28・30）は来館スタンプが２倍です。
どなたでも参加できますので、お気軽にご参加ください。

としょかん特設コーナー情報

‐SPECIAL‐

池田町立図書館で貸出中の本を、ネットで予約ができます。
予約する際には、図書館カウンターで発行する「利用者 ID」と「パスワー
ド」が必要となります。ネット予約のご利用を希望される場合は、1 度図書
館カウンターまでお越しください。

◆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 おしごと本特集 11/23 は勤労感謝の日。いろんな仕事の本を集めました！
一般書 ほっこり本特集 寒くなってきた今読みたい、ほっこりする本大特集！

2021.9.17-10.14

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「黄色」です。

てがみがきたなきしししし（網代幸介）
おやすみなさい（いもとようこ）
どうぶつたちのあきのおたのしみって？（デイヴィッ
ド・ウォーカー）
きつね山の赤い花（えがしらみちこ）
石ころのスープ トルコのおはなし（ゼイネップ・オザタライ）
おもちゃびょういん（木島誠悟）
カピバラのだるまさんがころんだ（柴田ケイコ）
くすのきだんちのおとなりさん（末崎茂樹）
しろくまきょうだいのおかいもの（serico）
ポッポポーン（たまむらさちこ）
チリとチリリよるのおはなし（どいかや）
パ・パ・パ・パパジャマ（布川愛子）
おちばのねどこでおやすみなさい（マルク・ブタヴァン）
ようせいのおひめさまになれるまほうのとびら（真瀬ひかる）
いっぱいさんせーい！（宮西達也）

５分後に意外な結末 Q（桃戸ハル）
炎炎ノ消防隊 7“柱”争奪戦（大久保篤）
キラッとプリ☆チャン（桑原美保）
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16（廣嶋玲子）
ねこと王さま 2 しごとをさがす（ニック・シャラット）

絵で見てわかる核兵器禁止条約ってなんだろう？（川崎哲）
昔のお仕事大図鑑（小泉和子）
わかりやすい！まとめやすい！小学生の自由研究
100 テーマけいさい！（ガレリオ工房）
知っておきたい！新しい生活様式 1～4（佐藤昭裕）
どんぐり・木の実の森 ハッピー工作＆あそび（岩藤しおい）
自由研究もエコで楽しく！ペットボトル・牛乳パック
のかんたん工作（くるくるリサイクル工作研究会）
つくってあそべる！女の子のかわいいおりがみデラッ
クス（新宮文明）

◎一般書

新刊テープの色は「黄色」です。

シルバー川柳 11（全国有料老人ホーム協会）
白光（朝井まかて）
月曜日の抹茶カフェ（青山美智子）
炎上フェニックス 池袋ウエストパーク 17（石田衣良）
かか（宇佐見りん）
月の日の后（冲方丁）
縁（小野寺史宜）
涅槃 上・下（垣根涼介）
コロナ狂騒録（海堂尊）
さよならも言えないうちに（川口俊和）
邪教の子（澤村伊智）
アイスクライシス（笹本稜平）
楽園のアダム（周木律）
アルテミスの涙（下村敦史）
帆神 北前船を馳せた男・工楽松右衛門（玉岡かおる）
ガラスの海を渡る舟（寺地はるな）
聖刻（堂場瞬一）
教場 X 刑事指導官・風間公親（長岡弘樹）
出版禁止 いやしの村滞在記（長江俊和）
バイオハッカーQ の追跡（那藤功一）

プログラマーになろう！（キキ・プロッツマン）
みんなで遊ぼ！心理ゲーム（マーク・矢崎治信）
ハッピーになれる！おまじない（マーク・矢崎治信）
もっと大好き！星占い（マーク・矢崎治信）
琉球・沖縄 もっと知りたい！くらしや歴史（上里隆史）

嗤う淑女二人（中山七里）
大正浪漫 YOASOBI『大正浪漫』原作小説（NATSUMI）
推理大戦 Who is the greatest one?（似鳥鶏）
透明な螺旋（東野圭吾）
子のない夫婦とネコ（群ようこ）

ベスト・エッセイ 2021（日本文藝家協会）
深夜薬局 歌舞伎町２６時、いつもの薬剤師がここにいます（福
田智弘）

快老生活のすすめ（轡田隆史）
殺した夫が帰ってきました（桜井美奈）
久遠の檻（知念実希人）
大変、申し訳ありませんでした（保坂祐希）

１４歳からのプログラミング（千葉滋）
世にも奇妙な博物館 未知と出会う５５スポット（丹治俊樹）
心はどこへ消えた？（東畑開人）
陰陽師の解剖図鑑 日本を裏で支えた異能の者たち（川合章子）
沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う（山舩晃太郎）
分裂と統合で読む日本中世史（谷口雄太）
世界遺産北の縄文（北海道新聞社）
第七師団と戦争の時代 帝国日本の北の記憶（渡辺浩平）
一冊でわかる中国史（岡本隆司）
一冊でわかるトルコ史（関眞興）
一冊でわかるイタリア史（北原敦）
北海道の鉄道開拓者 鉄道技師・大村卓一の功績（高津俊司）
世界 197 カ国のふしぎな聖地&パワースポット（地球の歩き方）
るるぶ国立公園へ行こう（JTB パブリッシング）

今さら聞けない投資の超基本（泉美智子）
数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた（いっくん）
プリンセス・フィリシア物理の迷宮に挑む！（佐藤実）
トコトンやさしい地球学の本（西川有司）
文系のためのめっちゃやさしい天気（渡部雅浩）
海がやってくる（エリザベス・ラッシュ）
認知症世界の歩き方（筧裕介）
ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どう
なる？（長谷川嘉哉）
疲れないカラダ大図鑑（夏嶋隆）
魔女の庭 不思議な薬草事典（サンドラ・ローレンス）

液体 この素晴らしく、不思議で、危ないもの（マーク・
ミーオドヴニク）
こびとの世界 Mozu ミニチュア作品集（Mozu）
古建築調査ハンドブック（山岸常人）
新編日本の城（中井均）
いちばんやさしいパースと背景画の描き方（中山繁信）
おとな世代の暮らし替え 今もだいじ、老後もだいじ。（岸本葉子）
中古マンション・戸建てをリノベーションしてカッコよく
暮らす（主婦と生活社）
人生にキャンピングカーを（GAKU-MC）
＋60 からのＨａｐｐｙおしゃれＢＯＯＫ（地曳いく子）
文房具の整理術（福島槇子）
今だから、家事のしくみを、整える（主婦と生活社）
わたしの“ちょうどいい”モノ選び（Emi）
はじめてのセルフリノベ（長野恵理）
男女共通で使える！かぎ針で編む帽子・マフラー・スヌー
ド（アップルミンツ）
医師が教える最強のメンズ美容ハック（木村真聡）
伝統の技キラリ！暮らしを彩る和食器具（阿部悦子）
世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはんベスト
102 レシピ（安部司）
65 歳からのふたりごはんの愉しみ（石原洋子）
365 日あなたを支える！究極のお助けごはん
白崎茶会の発酵定食（白崎裕子）
志麻さんのベストおかず（タサン志麻）
60 代からの“ちょうどいい”シニアごはん（晋遊舎）
和えもの春夏秋冬（ワタナベマキ）
別冊暮しの手帖 気分を大事に続ける料理
楽してキレイが続くシンプル収納（aki）
1 カ月でいらないモノ 8 割捨てられた！私の断捨離（なと
みみわ）
栄養バランスは 1 週間で整える！ムリなく続ける離乳食
BOOK（川口由美子）
お母さんが１番！からの解放（てらいまき）
男も育休って、あり？（羽田共一）
せんせい、うちのコがタイヘンです。（ゆままま）

ブドウの鉢植え栽培（大森直樹）

