
  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

        

 

  

  

dancyu オレンジページ ジュニアエラ ノジュール 

ESSE かぞくのじかん 趣味の園芸 ハルメク 

GLOW キネマ旬報 すてきにハンドメイド 美術手帖 

HO きょうの健康 住まいの設計 婦人公論 

LEE きょうの料理 スロウ プレジデント 

Newton 暮らしの手帖 セブンティーン 文藝春秋 

Number クロワッサン ダ・ヴィンチ 北海道じゃらん 

ROCKIN’ON JAPAN 現代農業 天然生活 モーターマガジン 

アニメージュ 財界さっぽろ 日経 PC21 

うかたま サライ 日経トレンディ 

としょかん特設コーナー 情報 - SPECIAL - 

図書館休館日 5 月 
第３２９号  令和３年 ５月１日発行 

としょかんだより 

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・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）  

定 休 日  ６ 日（木）、１０日（月）、１７日（月）、 

２４ 日（月） 

資料整理日 ２８ 日（金） 

特別資料整理休館 ２９日（土）～６月３日（木） 

 

◆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 緑色の絵本特集 山・野菜・カエル…緑色の絵本大特集！  

一般書 健康本特集  食生活や運動を見直して健康に！健康サポート本集めました。 

 

新規購入雑誌のご案内 
 

-  -

 新しく雑誌『HO』・『LEE』・『ROCKIN’ON JAPAN』・『アニメー

ジュ』・『キネマ旬報』・『セブンティーン』・『天然生活』・『ノジュール』

『美術手帖』・『モーターマガジン』の 10 誌を図書館に入荷しました。 

ぜひご利用ください。 

特別資料整理休館のお知らせ 
 

-  -

 年に１度、本の状態と棚の配列の確認・整理をする蔵書点検のため、

下記の期間は休館いたします。休館中の本の返却は図書館入口の返却

ポストか、福祉センターの返却ポストをご利用ください。 
 

▼休館期間：５月２8 日（金）～6 月 3 日（木） 

- EVENT -

ぬいぐるみたちが図書館・体育館・田園ホールの 3 館を探検する、イ

ベント『3 館ぬいぐるみ探検ツアー』の写真展を開催します。ツアーに参

加したかわいいぬいぐるみたちの姿を、ぜひご覧ください。 
   

 ★展示期間：５月１１日（火）～６月２０日（日） 

 ★展示場所：池田町立図書館・池田町田園ホール・池田町総合体育館の３ヵ所 

 

- EVENT -

春のこども読書週間イベント「みんなで作ろう！モザイクアート」を

開催中です。図書館来館時と本の貸出時に正方形のシールをお渡ししま

すので、模造紙に色と番号を合わせて貼り付けて下さい。4800 枚のシ

ールが貼られると、模造紙に大きな絵が浮かび上がります。 
 
□内 容：『みんなで作ろう！モザイクアート』 

■場  所：池田町立図書館 カウンター前 

□日  時：5 月 27 日（木）まで ※完成次第終了 

 

【現在図書館で購入している雑誌一覧】 ※背景色有り … 新規購入雑誌 

 



◎児童書  

 

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「黒色」です。 

 

★絵本・紙芝居 

はらすきー（あきやまただし） 

ねたふりゆうちゃん（阿部結） 

みんなとおなじくできないよ（湯浅正太） 

ぐん太（夢枕獏） 

ひそひそ こしょこしょ（うちむらたかし） 

おかしのずかん（大森裕子） 

ヘビと船長（ふしみみさを） 

まだまだまだまだ（五味太郎） 

なんでもない（鈴木のりたけ） 

いっぽんばしこちょこちょ（とよたかずひこ） 

おおきくなったら（とよたかずひこ） 

おいでおいで…（中村まさみ） 

フライパン しかけえほん（きのしたけい） 

にげてさがして（ヨシタケシンスケ） 

ぽかぽかぐ～ん（角野栄子） 

 

 

★よみもの 

ノラネコぐんだんと金色の魔法使い（工藤ノリコ） 

学校の怪談 5 分間の恐怖 13 階段（中村まさみ） 

青鬼 ジェイルハウスの怪物（noprops） 

 
★その他（分類区分別） 

宇宙ロケット図鑑（吉川真） 

 
◎一般書 ※新作テープの色は「黒色」です。 

 
★小説・物語 

馬疫（茜灯里） 

草原のサーカス（彩瀬まる） 

大人の流儀 10（伊集院静） 

クララとお日さま（カズオ・イシグロ） 

小さな神たちの祭り（内館牧子） 

灰の劇場（恩田陸） 

走れ、若き五右衛門（小嵐九八郎） 

帝国の弔砲（佐々木譲） 

俺と師匠とブルーボーイとストリッパー（桜木紫乃） 

ヴィクトリアン・ホテル（下村敦史） 

麦本三歩の好きなもの 第２集（住野よる） 

その扉をたたく音（瀬尾まいこ） 

ジャックポット（筒井康隆） 

鳴かずのカッコウ（手嶋龍一） 

幕間のモノローグ（長岡弘樹） 

ムーンライト・イン（中島京子） 

悪の芽（貫井徳郎） 

サウンドスケープに飛び乗って（久石ソナ） 

オムニバス 10（誉田哲也） 

今日の人生 2 世界がどんなに変わっても（益田ミリ） 

ワンさぶ子の怠惰な冒険（宮下奈都） 

湯どうふ牡丹雪（山本一力） 

血も涙もある（山田詠美） 

 

 

 

★その他（分類区分別） 
なんではだかははずかしいの？（NHK E テレ「Q〜こ

どものための哲学」制作班） 

なんでお母さんはけしょうをするの？（NHK E テレ

「Q〜こどものための哲学」制作班 

なんで夜はこわいの？（NHK E テレ「Q〜こどものため

の哲学」制作班） 

もしものための防犯ゼミナール 

「ちがい」ってなんだ？障害について知る本（井筒節） 

ドラえもん探求ワールド 地理が学べる世界の家づくり 

 

2021.3.19-4.15 

新着本のお知らせ - NEW -  

旅する神々（神崎宣武） 

日本の神様の「家系図」（戸部民夫） 

全部わかる神社ガイド（岸川雅範） 

論語と算盤 現代語訳（渋沢栄一） 

入社 1 年目ビジネス文書の教科書（西出ひろ子） 

企画書つくり方、見せ方の技術（藤村正宏） 

9 割捨てて 10 倍伝わる「要約力」（山口拓朗） 

どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑（御手洗昭治） 

在宅ひとり死のススメ（上野千鶴子） 

イラストでわかるお江戸ファッション図鑑（撫子凛） 

空の神兵と呼ばれた男たち（奥本實） 

名将乃木希典と帝国陸軍の陥穽（鈴木荘一） 

南極で心臓の音は聞こえるか（山田恭平） 

科学で大切なことは本と映画で学んだ（渡辺政隆） 

うめしゅんの世界花探訪（梅沢俊） 

花美（江見敏宏） 

もっと美しき小さな雑草の花図鑑（大作晃一） 

道草の解剖図鑑（金田初代） 

花と昆虫のしたたかで素敵な関係（石井博） 

知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑（長澤淳一） 

世界中に贈りたい花の絶景 100（はなまっぷ） 

コケの国のふしぎ図鑑（左木山祝一） 

明るく、強く認知症とともに生きる 

こどものアレルギー基礎 BOOK（今井孝成） 

リアルでゆかいなごみ事典（滝沢秀一） 

廃炉「敗北の現場」で働く誇り（稲泉連） 

「動画制作」プロの仕掛け 52（鎮目博道） 

いちばんやさしい 60 代からの iPad（増田由紀） 

おおすみ事件 輸送艦・釣船衝突事件の真相を求めて（大内要三） 

放射能の人類学（内山田康） 

錆・腐食・防食のすべてがわかる事典（藤井哲雄） 

〈つながり〉の戦後史 尺別炭砿閉山とその後のドキュメン

ト（嶋崎尚子） 

砂と人類 いかにして砂が文明を変容させたか（ヴィンス・

バイザー） 

セラミックス驚異の世界（齋藤勝裕） 

泡立てて作るスイーツ石けん（木下和美） 

洗浄と殺菌のはなし（新名史典） 

月収 20 万円で幸せに暮らす本（日経 WOMAN 編集部） 

幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本（竹下さくら） 

知識ゼロでもわかる！お金のトリセツ（井澤江美） 

余り布で何作る？今すぐ作りたい、かわいいこものがいっ

ぱい！ 

365 日♯T シャツ起業家「食べチョク」で食を豊かにする

農家の娘（秋元里奈） 

知られざる拓北農兵隊の記録（鵜澤希伊子） 

最新日本の農業図鑑（八木宏典） 

愛でる、食べる、楽しめる！「暮らしとからだに効く植物

の名前」300 がよくわかる図鑑 

警備員さんと猫 尾道市立美術館の猫（にごたろ） 

手作りを楽しむ蜜ろう入門（安藤竜二） 

絶望の林業（田中淳夫） 

神木探偵 神宿る木の秘密（本田不二雄） 

狩猟教書 羆撃ち久保俊治（久保俊治） 

山と獣と肉と皮（繁延あづさ） 

魚の疑問 50（高橋正征） 

絶滅危惧個人商店（井上理津子） 

妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。（ズュ-タン） 

ニトリの働き方（似鳥昭雄） 

交通事故は本当に減っているのか？（加藤久道） 

利用者“０”人駅（西崎さいき） 

オールカラー北海道の廃線記録（安田就視） 

世界の絶景空港撮りある記（チャーリィ古庄） 

官邸 VS 携帯大手 値下げを巡る 1000 日戦争（堀越功） 

アナウンサーという仕事（尾川直子） 

水曜日のおじさんたち（鈴井貴之） 

テレビリサーチャーという仕事（高橋直子） 

折り紙王子の凄ワザ！折り紙（有澤悠河） 

 

 

美篶堂とつくるはじめての手製本（美篶堂） 

美篶堂とつくる美しい手製本（美篶堂） 

明日から使える死亡フラグ図鑑（茶んた） 

ただいま収蔵品整理中！（鷹取ゆう） 

“ニューノーマルな世界”の哲学講義（西谷修） 

死と向き合う言葉（呉智英） 

思考実験が教えるあなたの脳の鍛え方（北村良子） 

図解世界５大神話入門（中村圭志） 

 


