
  

 

 6666 月１月１月１月１5555 日（土）日（土）日（土）日（土）～２１日（金）２１日（金）２１日（金）２１日（金）の 6 日間、図書館で不要となった本を

町民の皆さま町民の皆さま町民の皆さま町民の皆さまに無料でお譲りするリサイクル市を開催リサイクル市を開催リサイクル市を開催リサイクル市を開催します。ぜひお越し

ください。 

 

 ■日程：6666 月１月１月１月１5555 日（土）～２１日（金）日（土）～２１日（金）日（土）～２１日（金）日（土）～２１日（金） 

     ※休館日の６月１７日（月）を除く 

 ■冊数：無制限無制限無制限無制限（※雑誌は今回ありません） 

 図書館にはインターネットのできるパソコンが２台設置されています。

ご利用を希望される場合は図書館カウンターにてお申込みください。 

 

■利用時間：１回につき３０分（予約がなければ延長可能） 

  

※ 調べものや検索用のパソコンの為、娯楽目的の使用（ゲームやアニメ動画の視聴など）は

できません。また、 プリントアウト（印刷）や USB など外部メモリの使用はできません。 

  

一般書 児童書 合計 

 

町民 町外 合計 

37,278 18,438 55,716 

 

27,639 1,513 29,152 

36,699 18,314 55,013 

 

32,209 1,203 33,412 

       

町民 町外 合計 

  

回数 冊数 

7,890 361 8,251 

  

111 407 

9,484 304 9,788 

  

102 337 

 

 平成 30 年度の図書館の利用状況をご報告いたします。表の上段が 30

年度、下段が 29 年度の数値です。 

 

※『相互貸借相互貸借相互貸借相互貸借』は池田町立図書館にない資料を、道内の他の図書館から借りて利用他の図書館から借りて利用他の図書館から借りて利用他の図書館から借りて利用

できるサービスです。館内に探している本がない際は、他の図書館が所蔵してい

ないかお調べ致しますので、図書館カウンターにお尋ねください。 

■蔵書冊数 

 

■貸出冊数 

 

■貸出人数 

 

■相互貸借（借受） 

 池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティ

ア」を募集しています。昨年度は下記のような活動を行いました。 

 不明な点がありましたら、お気軽にお声かけください 

 

■活動内容：書架整理・ブックボランティア・イベントボランティア 

※昨年度は主にリサイクル市準備やイベントでの読み聞かせ・工作補助等を 

お手伝いいただきました。 

  

 

 

 

 

 

      

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日    6666 月月月月    

第第第第３０７３０７３０７３０７号号号号        令和元令和元令和元令和元年年年年    ６６６６月月月月１１１１日発行日発行日発行日発行    

としょかんだよとしょかんだよとしょかんだよとしょかんだよりりりり    

池田町立図書館池田町立図書館池田町立図書館池田町立図書館（指定管理者（指定管理者（指定管理者（指定管理者::::株式会社株式会社株式会社株式会社ドリームワーク）ドリームワーク）ドリームワーク）ドリームワーク）西１条１丁目地先西１条１丁目地先西１条１丁目地先西１条１丁目地先    

℡℡℡℡::::５７２－６００６５７２－６００６５７２－６００６５７２－６００６    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ::::５７２－２８２８５７２－２８２８５７２－２８２８５７２－２８２８    ＥメールＥメールＥメールＥメール    ::::    tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda----dreamwork .codreamwork .codreamwork .codreamwork .commmm        

開館時間開館時間開館時間開館時間    火・木・金曜日（１０：００～１８：３０）火・木・金曜日（１０：００～１８：３０）火・木・金曜日（１０：００～１８：３０）火・木・金曜日（１０：００～１８：３０）    水曜日（１０：００～１９：００）水曜日（１０：００～１９：００）水曜日（１０：００～１９：００）水曜日（１０：００～１９：００）    土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）    

◆場所：一般図書新着本コーナー横 カウンター後 

◆内容：児童書児童書児童書児童書    一緒に遊べる！一緒に遊べる！一緒に遊べる！一緒に遊べる！絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集    さわったり傾けたり…一緒に絵本を楽しもう！ 

一般書一般書一般書一般書    お掃除本お掃除本お掃除本お掃除本特集特集特集特集 お部屋をスッキリさせるお掃除のコツを大特集！ 

一般書一般書一般書一般書    司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー司書のおすすめ本コーナー    司書のイチオシ本を紹介します。 

としょかん特設コーナーとしょかん特設コーナーとしょかん特設コーナーとしょかん特設コーナー    情報情報情報情報    

    

----    SSSSPECIALPECIALPECIALPECIAL    ----    

----    EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        

定 休定 休定 休定 休 日日日日            ３３３３日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月１０日（月）、１７日（月）、）、）、）、    

            ２４日（月）２４日（月）２４日（月）２４日（月）    

資料整理日資料整理日資料整理日資料整理日        ２８日（金）２８日（金）２８日（金）２８日（金）    

    

パソコンの利用についてパソコンの利用についてパソコンの利用についてパソコンの利用について    

    

初夏のリサイクル市初夏のリサイクル市初夏のリサイクル市初夏のリサイクル市    30303030 年度年度年度年度    図書館利用統計報告図書館利用統計報告図書館利用統計報告図書館利用統計報告    

----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        

----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        

----    VOLUNTEER VOLUNTEER VOLUNTEER VOLUNTEER ----        図書館ボランティア募集図書館ボランティア募集図書館ボランティア募集図書館ボランティア募集    



うちゅうじんはいない！？（ジョン・エイジー） 

とんたんイスたん（新井洋行） 

心ってどこにあるのでしょう？（こんのひとみ） 

おたすけトミーでばんだよ！（いしいひろし） 

ぼくはなきました（くすのきしげのり） 

ちゅるちゅる（視覚デザイン研究所） 

おでかけおでかけ（フィリス・ゲイシャイトー） 

ぱぱぱぱぱんつ（うえだしげこ） 

くまのヨーキィさんとちいさなむら（おまたたかこ） 

ねえさんといもうと（シャーロット・ゾロトウ） 

ひみつのビクビク（フランチェスカ・サンナ） 

スタンリーとちいさな火星人（サイモン・ジェームズ） 

あれあれあれれ（つちだのぶこ） 

かべのむこうになにがある？（ブリッタ・テッケントラップ） 

かめくんのさんぽ（なかのひろたか） 

げんこつやまのたぬきさん（長野ヒデ子） 

あそびうたするものこのゆびとまれ（中脇初枝） 

あそびうたするものよっといで（中脇初枝） 

はりねずみのぼうけん（ディック・ブルーナ） 

ぺんぎんのぴむとぽむ（ディック・ブルーナ） 

どたんばたんおるすばん（松田奈那子） 

とんかちこぞうとねこざかな（わたなべゆういち） 

 

新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ新着本のお知らせ    

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「黄緑色」です。 

    
◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書        

    ★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居 

季節の言葉 1-4（青山由紀） 

菅原伝授手習鑑（金原瑞人） 

曽根崎心中（近松門左衛門） 

毛抜（石崎洋司） 

魔女ののろいアメ（草野あきこ） 

ある晴れた夏の朝（小手鞠るい） 

みんなのおばけずかん（斉藤洋） 

かみさまにあいたい（当原珠樹） 

ラストサバイバル 5・6（大久保開） 

ぼくとニケ（片川優子） 

ダンシング★ハイ 1～5（工藤純子） 

恐怖コレクター 巻ノ 11（佐東みどり） 

うちの執事が言うことには（高里椎奈） 

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない 5（夜野せせり） 

おくのほそ道（松尾芭蕉） 

サイド・トラック（ダイアナ・ハーモン・アシャ—） 

マンザナの風にのせて（ロイス・セパバーン） 

子ぶたのトリュフ（ヘレン・ピータース） 

見習い魔女ベラ・ドンナ 1～3（ルース・サイムズ） 

ふたご探偵 1・2（ペニー・ワーナー） 

★その他★その他★その他★その他 

プログラミングって何？（関和之） 

ルールってほんとうにひつよう？（ＮＨＫＥテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班） 

なんでウンコでみんな笑うの？（ＮＨＫＥテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班） 

死んだらどうなるの？（ＮＨＫＥテレ「Ｑ～こどものための哲学」制作班） 

日本を変えた世界の歴史 中世～近代（藤子・Ｆ・不二雄） 

超ビジュアル！源平合戦人物大事典（矢部健太郎） 

もうひとつの屋久島から（武田剛） 

ハチごはん（横塚真己人） 

できる！たのしむ！むかしのあそび 1～6（神谷明宏） 

都道府県別にっぽんオニ図鑑（山崎敬子） 

なるほど！魚の漢字 

数字でわかる！からだのびっくり図鑑（藤本幸弘） 

イチからつくる鉄（永田和宏） 

イチからつくるあめ（本間祐子） 

ゲームクリエイターになるには？（馬場保仁） 

地域の発展につくした日本の近代化遺産図鑑 2・3・5 

マンガ家・イラストレーターになるには？（浜元隆輔） 

そうだったのか！しゅんかん図鑑（伊知地国夫） 

大人気！！親子であそべるかわいい！！おりがみ（新宮文明） 

大人気！！親子であそべるかっこいい！！おりがみ（新宮文明） 

 

シーソーモンスター（伊坂幸太郎） 

ジグソーパズル 48（乾くるみ） 

見えない轍（鏑木蓮） 

心霊探偵八雲 11（神永学） 

とめどなく囁く（桐野夏生） 

トリニティ（窪美澄） 

呪護（今野敏） 

隠居すごろく（西条奈加） 

おまえの罪を自白しろ（真保裕一） 

帰還（堂場瞬一） 

サバティカル（中村航） 

立川忍びより 2（仁木英之） 

ポルシェ太郎（羽田圭介） 

転生したらスライムだった件 14（伏瀬） 

マジカルグランマ（柚木麻子） 

思わず考えちゃう（ヨシタケシンスケ） 

★その他★その他★その他★その他（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

メモの魔力（前田裕二） 

ｔhe four GAFA（スコット・ギャロウェイ） 

１０代からの心理学図鑑（マーカス・ウィークス） 

ストレスから自分を守る 20 の習慣（中村延江） 

日本の名僧その生涯と言葉（日本の名僧研究会） 

それでいい！今どきの仏事 108 問答（松島竜戒） 

大嘗祭と古代の祭祀（岡田荘司） 

これからを生きる君へ（天野篤） 

ニッポンを解剖する！北海道図鑑 

るるぶ東京‘20 

池上彰が聞く韓国のホンネ（池上彰） 

ゼロからわかる相続と税金対策入門（チェスター） 

10 代からのマネー図鑑（マーカス・ウィークス） 

平成はなぜ失敗したのか（野口悠紀雄） 

１０代からの社会学図鑑（クリス・ユール） 

ヒマラヤに学校をつくる（吉岡大祐） 

高校一冊目の参考書（船登惟希） 

『賢い子』は図鑑で育てる（滝靖之） 

東大の先生！文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！（西成活裕） 

地形の科学（西川有司） 

中学３年分の生物・地学が面白いほど解ける 65 のルール（左巻健男） 

患者さんのための心臓リハビリ入門（上月正博） 

吃音（近藤雄生） 

朝食はからだに悪い（テレンス・キーリー） 

最新ＬＩＮＥ＆Ｉｎｓｔａｇｒａｍ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆ 

ＴｉｋＴｏｋゼロからやさしくわかる本（桑名由美） 

男の服が、人生を成功に導く（大山旬） 

お着物一年生（山口さくら） 

ピザ窯・パン窯の作り方 

東京ディズニーシ—ベストガイド 2019-2020（講談社） 

営業の問題地図（藤本篤志） 

チコちゃんに叱られる（ＮＨＫ「チコちゃんに叱られる！」制作班） 

パリの小さな美術館（原田マハ） 

美しい世界の文様を彫るソープカービング（智美） 

素敵にアレンジマスキングテープをもっと楽しむ本（フェグインク） 

ふらりと寄席に行ってみよう（佐藤友美） 

 

学びを結果に変えるアウトプット大全（樺沢紫苑） 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書    ※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「※新作テープの色は「黄緑黄緑黄緑黄緑色色色色」です」です」です」です。。。。    

 
★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

ベートーヴェン（ひのまどか） 

バッハ（ひのまどか） 

クララ・シューマン（萩谷由喜子） 

バレエ物語集（ジェラルディン・マコックラン） 

世界のあいさつことば学（稲葉茂勝） 

こども四字熟語（斎藤孝） 

子ども故事成語（斎藤孝） 

マンガ・書きたくなる作文教室（かおり＆ゆかり） 

旅するこどもの英語（コンデックス情報研究所） 

旅するこどものドイツ語（コンデックス情報研究所） 

旅するこどものフランス語（コンデックス情報研究所） 

狐道 完結編（内田康夫） 

うちの子が結婚しないので（垣谷美雨） 

★文庫★文庫★文庫★文庫 

 

  

----    NEW NEW NEW NEW ----        

2019.2019.2019.2019.4.194.194.194.19----5.165.165.165.16    


