
 

 

１１１１００００月月月月１２１２１２１２日日日日・１３１３１３１３日日日日に図書館まつり図書館まつり図書館まつり図書館まつりを開催いたします。今年も人形劇や、読み

聞かせ、工作キャンドル作り、雑誌ふろく抽選雑誌ふろく抽選雑誌ふろく抽選雑誌ふろく抽選など楽しいお祭りを予定しています。

詳細は図書館だより９月号、もしくは図書館ＨＰにてご確認ください。 

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」と昨年好評だった「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▼開催期間：１０月▼開催期間：１０月▼開催期間：１０月 1111 日日日日（火）～１１月３０（火）～１１月３０（火）～１１月３０（火）～１１月３０日日日日（土）（土）（土）（土）    

 

冊数コース冊数コース冊数コース冊数コース    

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。 

※図書館にあまり行くことができなくても、

２０冊埋めて最後に図書館に来館すれば完走

可能です！ 

来館コース来館コース来館コース来館コース    

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（10/12・13）と読書週間

（１0/27-11/9）、イベント最終 3 日間

（11/28-30）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！ 

 東部４町図書館交流連携事業として『健康講座』を行います。池田町では保

健センターから保健師の山元志保さんをお招きして、『糖尿病と生活習慣につい

て』をテーマにお話いただきます。ぜひご参加下さい。 

 

 ■日時■日時■日時■日時：１０月３０１０月３０１０月３０１０月３０日（水）１３時日（水）１３時日（水）１３時日（水）１３時３０分３０分３０分３０分～～～～    図書館多目的室図書館多目的室図書館多目的室図書館多目的室 

    □定員：１５名□定員：１５名□定員：１５名□定員：１５名    ※申込みは先着順で、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

    ※１０月は健康法や糖尿病などに関する本を集めた特設コーナーを、一般書新刊棚前に 

設置します！ 

※他の東部４町の図書館健康講座の日程・詳細につきましては、図書館ホームページ 

またはポスターをご覧ください。 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日    １０１０１０１０月月月月    

第第第第３１１３１１３１１３１１号号号号        令和元令和元令和元令和元年年年年    １０１０１０１０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    たべものたべものたべものたべもの絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集    食欲の秋です！おいしそうな絵本特集 

一般書一般書一般書一般書        介護本介護本介護本介護本特集特集特集特集 知っておきたい介護の知識や技術をご紹介します！ 

一般書一般書一般書一般書    健康講座健康講座健康講座健康講座特集特集特集特集 生活習慣や健康に関する本を集めました。 

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    ----    

定 休定 休定 休定 休 日日日日            ７７７７日日日日（月）、（月）、（月）、（月）、１５日（火）、２１日（月１５日（火）、２１日（月１５日（火）、２１日（月１５日（火）、２１日（月）、）、）、）、    
    

２８２８２８２８日（月）日（月）日（月）日（月）    
    

資料整理日資料整理日資料整理日資料整理日        ２５２５２５２５日（金）日（金）日（金）日（金）    

    

健康講座健康講座健康講座健康講座    図書館と本で健康になろう図書館と本で健康になろう図書館と本で健康になろう図書館と本で健康になろう    

  

 

  

 

『バムとケロ』絵本複製原画展『バムとケロ』絵本複製原画展『バムとケロ』絵本複製原画展『バムとケロ』絵本複製原画展    ----    INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    ----

----    INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    ----        

読書マラソン読書マラソン読書マラソン読書マラソン開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ    

    

 

 

----EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        

    

図書館まつり開催のお知らせ図書館まつり開催のお知らせ図書館まつり開催のお知らせ図書館まつり開催のお知らせ    

大人気絵本『バムとケロ』の複製原画展を開催します。展示期間中はキャラクタ

ー投票も同時開催。緻密な絵本の細部まで、ぜひご覧ください。 

 

▼展示期間：１０月展示期間：１０月展示期間：１０月展示期間：１０月 5555 日（土）～１０日（土）～１０日（土）～１０日（土）～１０月月月月２２２２7777 日（日）日（日）日（日）日（日） ▼場所：児童書新刊前 

十勝東部４町十勝東部４町十勝東部４町十勝東部４町図書館図書館図書館図書館交流連携事業交流連携事業交流連携事業交流連携事業    

----    INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    ----        



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    

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書        

    

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「青色」です。 

    

おろろんおろろん（石黒亜矢子） 

ドン・ウッサそらをとぶ（キューライス） 

こんなとききみならどうする？（五味太郎） 

だれのパンツ？（シゲリカツヒコ） 

かみなのに（たにうちつねお） 

まどのそと（佐野史郎） 

モンスターだって、はをみがく！（ジェシカ・マルティネロ） 

 

★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

５分後に意外な結末 ex アクアマリンからあふれる涙（桃戸ハル） 

二ノ丸くんが調査中 3（石川宏千花） 

レストランのおばけずかん（斉藤洋） 

ほねほねザウルス ２１（カバヤ食品株式会社） 

「悩み部」の復活と、その証明。（麻希一樹） 

キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい 

（三田村信行） 

まんが★プラネタリウム星座と神話 1～5（藤井旭） 

恐竜大行進 AtoZ（ダスティン・グロウィック） 

はるのくさばなあそび（佐野高太郎） 

ダイズ（赤木かん子） 

よくわかる情報通信（高作義明） 

青春ハンドメイド 1～3 

めざせ、和牛日本一！（堀米薫） 

おってあそぼ！アンパンマン（やなせたかし） 

人生を変えるアニメ（河出書房新社） 

３つの東京オリンピックを大研究 1～3（日本オリンピックアカデミー） 

自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室（今野真二） 

旅するこどもの韓国語（コンデックス情報研究所） 

◎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「青色青色青色青色」です」です」です」です。。。。    

 

星から来た船 下（新井素子） 

烈風ただなか（あさのあつこ） 

灼熱（秋吉理香子） 

営繕かるかや怪異譚 その２（小野不由美） 

罪の轍（奥田英朗） 

氷獄（海堂尊） 

M（小松成美） 

極限の婚約者たち（新堂冬樹） 

犯人に告ぐ 3（雫井脩介） 

我らが少女 A（高村薫） 

カム・ギャザー・ラウンド・ピープル（高山羽根子） 

決断の刻（堂場瞬一） 

てんげんつう（畠中恵） 

夏の騎士（百田尚樹） 

夏の呼吸（藤沢仁） 

ジョン・マン 7（山本一力） 

のっけから失礼します（三浦しをん） 

僕が夫に出会うまで（七崎良輔） 

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

 ６０分でわかる！プログラミング教育最前線（プログラミング教育研究会） 

蛾のおっさんと知る衝撃の学校図書館格差（山本みづほ） 

ギネス世界記録 2020（クレイグ・グレンディ） 

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養 365（ディヴィッド・S．キダー） 

New Scientist 起源図鑑（グレアム・ロートン） 

探究活動・課題研究のために（佐藤理絵） 

犬たち（マルク・アリザール） 

猫たち（フロランス・ビュルガ） 

語源から哲学がわかる事典（山口裕之） 

最強の暗記術（本山勝寛） 

ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし方（清水栄司） 

神さまに選ばれた動物図鑑 

みるみるつながる仏像図鑑（三宅久雄） 

イラストで読む旧約聖書の物語と絵画（杉全美帆子） 

教科書には書かれていない江戸時代（山本博文） 

英語で紹介する日本（松本美江） 

一度は泊まってみたい！北海道の温泉宿（小野寺淳子） 

日本再興戦略（落合陽一） 

政治の絵本（たかまつなな） 

北朝鮮外交秘録（太永浩） 

フォト・ドキュメンタリー朝鮮に渡った「日本人妻」（林典子） 

クレーム対応最強の話しかた（山下由美） 

ティール組織（フレデリック・ラルー） 

北海道民のオキテ なるほど！グルメの謎編（さとうまさ） 

ひとり老後、賢く楽しむ（岸本葉子） 

リア王症候群にならない（斎藤孝） 

２０００万円もってないオレたちはどう生きるか（岡久） 

せいのめざめ（益田ミリ） 

こんにちは、民生委員です。（鶴石悠紀） 

夏のあそびコレクション★（小倉和人） 

You も Me も宇宙人（いけのり） 

日本の星空ツーリズム（県秀彦） 

数をかぞえるクマサーフィンするヤギ（べリンダ・レシオ） 

子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前（東海大学海洋学部） 

なかなか治らない難治性のうつ病を治す本（田島治） 

毛細血管を増やして不調をなくす暮らし方（根来秀行） 

一生歩ける体になる黒田式ケア・ウォーキング（黒田恵美子） 

 

医者が考案した「長生きみそ汁」（小林弘幸） 

日本の水道をどうする！？（内田聖子） 

月へ（ロッド・パイル） 

アイスの旅（甲斐みのり） 

心、お金、時間の巡りがよくなる「暮らしのサイクル」の作り方（井田典子） 

はじめてでもきちんと作れるゆかた、甚平、作務衣 

きほんの糸紡ぎ（緒方伶香） 

編み物のかんたんなサイズ調整と製図と割り出しの基礎 

八百屋とかんがえるオーガニック（warmerwarmer） 

ネット予約時代の困ったお客のトリセツ（飯野たから） 

遺体と火葬のほんとうの話（佐藤信顕） 

１枚デザインの構図とレイアウト 

グッズ制作のアイデア事典（スタジオハード） 

小さなお店、すてきな街のショップカード・DM・フライヤー（パイインターナショナル） 

介護に学ぶシニアのおもてなしマーケティング（砂亮介） 

拓北農兵隊（石井次雄） 

誰にも見つからずに泣いてる君は優しい（原田ちあき） 

大家さんと僕 これから（矢部太郎） 

フォント部へようこそ（フォント部） 

超造形折り紙（川畑文昭） 

楽しく鍛えてみるみる若返る！声トレ（川島由美） 

なんてったって邦楽（釣谷真弓） 

声優道（声優グランプリ編集部） 

勝てるメンタル（原晋） 

最高のラジオ体操（青山敏彦） 

すごい 90 歳（奥村正子） 

走る奴なんて馬鹿だと思ってた（松久淳） 

心を強くする（サーシャ・バイン） 

大谷翔平二刀流の軌跡（ジェイ・パリス） 

完全焚火マニュアル 

スポーツクライミングテクニック＆トレーニング（安井博志） 

山小屋ガールの癒されない日々（吉玉サキ） 

釣りエサルアー・エギ・毛バリ・生エサのひみつ（長岡寛） 

ｅスポーツのすべてがわかる本（黒川文雄） 

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう（加藤好崇） 

★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） 

戊辰戦争（大石学） 

関ヶ原の戦い（大石学） 

未来をつかめ！平成ビジュアル図鑑 1～3（大江近） 

ドラえもん社会ワールドなぜ？どうして？日本の歴史 

（藤子・F・不二雄） 

東大名誉教授がおしえるやばい世界史（木村凌二） 

南方熊楠（新藤悦子） 

ジョン万次郎（山口理） 

世界の地理 1～8（井田仁康） 

ポプラディアプラス世界の国々 1～5 

名人はっけん！まちたんけん 1～5（鎌田和宏） 

世界の文化と衣食住 1～4（鈴木佑司） 

C♥SCHOOL 365DAYS かわいさアップ＆ハッピーイベント BOOK 

くらしの中のトイレの歴史（しおうらしんたろう） 

★文庫★文庫★文庫★文庫 

小説天気の子（新海誠） 

★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） 

アレクサ vs シリ（ジェイムズ・ブラホス） 

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

2019201920192019....8.168.168.168.16----9.9.9.9.12121212    


