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としょかん特設コーナー 情報 - SPECIAL - 

図書館休館日 7 月 
第３３１号  令和３年 ７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  ５ 日（月）、１２日（月）、１９日（月）、 

２６ 日（月） 

資料整理日 今月はありません 

 

◆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 宇宙に夢中！星の絵本特集 宇宙や星の絵本を大特集！  

一般書 夏のスポーツ本特集  夏に読みたいスポーツの本を集めました。 

 

4de ビンゴ 2021 宇宙に夢中☆ 
 

- ４deＢＩＮＧＯ -

 十勝東部 4 町図書館交流連携事業『4de ビンゴ』を開催します。 

クイズやゲームをクリアしてスタンプを集めましょう！ビンゴカード

に集めたスタンプが、１列ビンゴするたびにプレゼントがもらえます。 

全列ビンゴを目指して、ぜひご参加ください！ 
  
  ◇期間：７月１７日（土）～８月１５日（日） 

 

図書館夏祭り開催 
 

- SUMMER FESTIVAL -

“図書館夏祭り”を開催します。イベント日に図書館に行って本を借

りると、ちょっと楽しいイベントに挑戦できます。 

1 日限りのイベントですので、ぜひご来館ください。 
 
 

日程：７月３１日（土） 

対象：イベント日に本の貸出利用をされた方 

- INFORMATION -

すでに通常通り開館しておりますが、ご来館の際は マスクの着用・入

口での検温・手指の消毒・他の利用者の方と一定の距離をとるなど、コロ

ナ対策にご協力をお願いいたします。 

- EVENT -

 読んだ本を「ファイターズ読書通帳」に記録して指定された冊数に達

するとファイターズロゴ入りシャープペンがもらえます。 

今年の夏は図書館に通ってどんどん本を読みましょう！ 
 
 ����対 象：小学生    

����申込期間：～7 月 31 日（土）まで 

����実施期間：7 月 22 日（木）～ 8 月 31 日（火） 
 

※プログラムについてのお問い合わせは 

「北海道日本ハムファイターズお客さまセンター」 

（0570-005-586）までお電話してください。 

＊＊＊お楽しみプレゼント＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
  下記の期間に『星をモチーフにしたアイテム』を持って来館した 

方に特別なプレゼントがあります。 
 
  ◇期間：７月３１日（土）～ ８月 7 日（土） 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
今年は AR アプリを使用した 

クイズもあるよ！ 



◎児童書  

 

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「黄緑色」です。 

 

★絵本・紙芝居 

まいごのたまごにいちゃん（あきやまただし） 

ひえひえひんやりツアー（あおきひろえ） 

おふろ（石黒亜矢子） 

おやつ（石黒亜矢子） 

おやすみ（石黒亜矢子） 

おやつトランポリン（小池壮太） 

どこからきたの？おべんとう（鈴木まもる） 

ぼくのがっこう（鈴木のりたけ） 

あなふさぎのジグモンタ（たかおゆうこ） 

おめん（辻川奈美） 

すてきなひとりぼっち（なかがわちひろ） 

たすひくねこ（にわ） 

二平方メートルの世界で（はたこうしろう） 

ともだちいっしゅうかん（降矢なな） 

おはようポロン（フィリケえつこ） 

おやすみトントン（フィリケえつこ） 

ばいきんバイバイ（フィリケえつこ） 

あきらがあけてあげるから（ヨシタケシンスケ） 

みずをくむプリンセス（スーザン・ヴァーデ） 

おさんぽのおやくそくだもの（わたなべあや） 

 

 

★よみもの 

ラストサバイバル 9～12（大久保開） 

エカシの森と子馬のポンコ（加藤多一） 

そのときがくるくる（すずきみえ） 

ゆりの木荘の子どもたち（富安陽子） 

サンドイッチクラブ（長江優子） 

ウィズ・ユー（濱野京子） 

放課後オンライン（みずのまい） 

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない１１（夜野せせり） 

12 歳のロボット ぼくとエマの希望の旅（リー・ベーコン） 

兄の名は、ジェシカ（ジョン・ボイン） 

ぼくのあいぼうはカモノハシ（ミヒャエル・エングラー） 

おいで、アラスカ！ 

 

★その他（分類区分別） 

未来につながるまなびば 子ども大学 1～3（こどもくらぶ） 

牧野富太郎 日本植物学の父（清水洋美） 

世界ちずちょう 

日本ちずちょう 

常識なのに！大人も実は知らない小学社会科のギモン（村瀬哲史） 

ぎゃくたいってなあに？（青木智恵子） 

しばわんこの和のおもてなし（川浦良枝） 

由来からわかる日本と世界の行事図鑑（山田慎也） 

科学者になりたい君へ（佐藤勝彦） 

ハッピーになれる算数（新井紀子） 

こども統計学 （渡辺美智子） 

ペットボトルで育てよう 水の生き物（谷本雄治） 

わたしたちのカメムシずかん（鈴木海花） 

カラスのいいぶん（嶋田泰子） 

オランウータンに会いたい（久世濃子） 

ぱっと見てわかる！はじめての応急手当 1～3 

女子も！男子も！生理を知ろう 1～3（宋美玄） 

富岡製糸場 生糸がつくった近代の日本（田村仁） 

和食のだしは海のめぐみ３（阿部秀樹） 

美と芸術って、なに？（オスカー・ブルニフィエ） 

きむらゆういちの手作りおもちゃ傑作集（きむらゆういち） 

響け、希望の音（田中宏和） 

プリキュアオールスターズまるごと大図鑑 2021 

ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル（小山田大） 

e スポーツプレイヤーになるには？（RIZeST） 

 

◎一般書 ※新作テープの色は「黄緑色」です。 

 ★小説・物語 

にぎやかな落日（朝倉かすみ） 

烏百花 白百合の章 八咫烏外伝（阿部智里） 

レッドネック（相場英雄） 

百合中毒（井上荒野） 

魚服記（太宰治） 

春は馬車に乗って（横光利一） 

火車の残花 浮雲心霊奇譚（神永学） 

曲亭の家（西條奈加） 

ブックキーパー脳男（首藤瓜於） 

水を縫う（寺地はるな） 

緑陰深きところ（遠田潤子） 

臨床の砦（夏川草介） 

ヒポクラテスの悔恨（中山七里） 

風は山から吹いている（額賀澪） 

小説８０５０（林真理子） 

エレジーは流れない（三浦しをん） 

★その他（分類区分別） 

★文庫 

これは経費で落ちません！８（青木祐子） 

薬屋のひとりごと １１（日向夏） 

雷神（道尾秀介） 

鷹の城（山本巧次） 

老いる意味 うつ、勇気、夢（森村誠一） 

東京ディストピア日記（桜庭一樹） 

キリギリスのしあわせ（トーン・テレヘン） 

 

 新着本のお知らせ - NEW -  

エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい（四禮静子） 

オンライン講座の教科書（渋谷文武） 

オードリー・タン日本人のためのデジタル未来学（早川友久） 

図書館・まち育て・デモクラシー（嶋田学） 

子どもを読書好きにするために親ができること（白坂洋一） 

人生で大切なことは、すべて「書店」で買える。（千田琢哉） 

あの人が好きって言うから…有名人の愛読書 50 冊読んで

みた（ブルボン小林） 

魅せる！同人誌のデザイン講座（齋藤渉） 

むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。（小川仁志） 

14 歳からの哲学サロン（板生いくえ） 

大人になっても思春期な女子たち（大美賀直子） 

星ひとみの天星術（星ひとみ） 

ふたりのきほん 100（松浦弥太郎） 

「すぐ動ける人」の週 1 ノート術（大平信孝） 

ワーママはるのライフシフト習慣術（尾石晴） 

魔法 その歴史と正体（カート・セリグマン） 

時代別いちばんエライ人でわかる日本史（山岸良二） 

地域別×武将だからおもしろい戦国史（小和田哲男） 

戦争というもの（半藤一利） 

一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典（山崎圭一） 

「アイヌ新聞」記者高橋真（合田一道） 

Ａｕオードリー・タン 天才ＩＴ相 7 つの顔（アイリス・チュウ） 

バイデンの光と影（エヴァン・オスノス） 

北海道キャンプ場＆コテージガイド 2021-22（花岡俊吾） 

なぜデジタル政府は失敗し続けるのか（日経コンピュータ） 

塀の中の残念なおとな図鑑（美達大和） 

12 歳の少女が見つけたお金のしくみ（泉美智子） 

将来が見えてくる！日本の給料＆職業図鑑 Special（給料 BANK） 

マンガでわかるＬＧＢＴＱ＋（パレットーク） 

あなたの老後を助けるケアマネさんの仕事がわかる本（沖藤典子） 

さあ、生活保護を受けましょう！（外場あたる） 

非正規介護職員ヨボヨボ日記（真山剛） 

君はどの大学を選ぶべきか 2022 

美しい和菓子の図鑑（青木直己） 

 

欧米に寝たきり老人はいない（宮本顕二） 

腫瘍内科医が教えるがんになったらすべき対策大全（渡邊清高） 

「もう歳だから…」と言わずに、変形性ひざ関節症今度こ

そ治す方法を教えてください！（磐田振一郎） 

乳がんの本 乳腺専門医がわかりやすく解説（高橋かおる） 

視力を失わないために今すぐできること（深作秀春） 

「雨ダルさん」の本 「雨の日、なんだか体調悪い」がスー

ッと消える（佐藤純） 

青木和子の小さな刺しゅうの旅（青木和子） 

土井善晴の素材のレシピ（土井善晴） 

野菜まるごと冷凍レシピ（沼津りえ） 

別冊暮しの手帖 暮しの手帖の傑作レシピ 2021 夏 保存版 

私のカントリー No．114 

子育てで眠れないあなたに（森田麻里子） 

マンガでわかる楽しい草取り（西尾剛） 

はじめての果樹の育て方（高橋栄治） 

おうちでとれたて！ハーブと野菜（田代耕太郎） 

花時間 2021 春夏 花は癒やし。花で元気を 

ダチョウ博士の人畜無害のすゝめ（塚本康浩） 

屠場（本橋成一） 

もっと知りたいイサム・ノグチ（新見隆） 

やさしいコピック入門（すーこ） 

十勝ひとりぼっち農園 1～7（横山裕二） 

かわいいイラストカット集 11000（グループ UYN） 

iPhone で作ろうビジネス動画の教科書（オリカワシュウイチ） 

アニメのワンシーンのように。（Akine Coco） 

カミキィの〈か和いい〉季節のおりがみ（カミキィ） 

大人のためのはじめてのピアノ 

「いいね」を言葉に変えるほめツボ辞典（話題の達人倶楽部） 

音読教室 現役アナウンサーが教える教科書を読んで言葉

を楽しむテクニック（堀井美香） 

心に染み入る日本の美しい大和言葉（高橋こうじ） 

心が豊かになる日本の美しい言葉の由来（高橋こうじ） 

比べて愉しい国語辞書ディープな読み方（ながさわ） 

一瞬で伝わる神ワザ！文章力大全（ビジネスフレームワー

ク研究所） 

文章の鬼 100 則（川上徹也） 

英語の正しい発音学習（上村禎子） 

英語リスニングこれ一冊（津村元司） 

一度読んだら絶対に忘れない英文法の教科書（牧野智一） 

フランス語で日本案内（井上美穂） 

新ゼロからスタートフランス語 文法編（島崎貴則） 

ゼロからスタートスペイン語単語（イスパニカ） 

１か月で復習するイタリア語基本の 500 単語（佐藤徳和） 

羽ばたくロシア語（土岐康子） 
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