
 雑誌『ｄancyu 』『日経 PC21』『ナンバー』

『ジュニアエラ』を新しく図書館に入荷しまし

た。ぜひご利用ください。 

 

■図書館で購入している新聞・雑誌一覧 

  

 

 ４月９日に本屋大賞が発表になり、瀬尾まいこ氏の『そし

てバトンは渡された』が本屋大賞に決定しました。 

受賞作含め、ノミネート作品は図書館で所蔵しております

ので、ぜひご利用下さい。 

 

 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、

教育委員会前の返却ポストをご利用ください。 

 

▼休館期間：５月２４日（金）～５月２４日（金）～５月２４日（金）～５月２４日（金）～5555 月月月月 3333１日（金）１日（金）１日（金）１日（金） 

新聞 雑誌 

北海道新聞 ジュニアエラ きょうの健康 きょうの料理 

十勝毎日新聞 現代農業 趣味の園芸 住まいの設計 

朝日新聞 スロウ ダ・ヴィンチ dancyu 

読売新聞 Number 日経トレンディ Newton 

毎日新聞 プレジデント 文芸春秋 北海道じゃらん 

日本経済新聞 財界さっぽろ サライ 日経 PC21 

 ESSE オレンジページ かぞくのじかん 

GLOW クロワッサン すてきにハンドメイド 

ハルメク 婦人公論 MORE 

暮らしの手帖 うかたま  

  

 6 月１5 日（土）～２１日（金）の 6 日間、図書館で不要となった本を

町民の皆さまに無料でお譲りする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 

 ■場所：池田町立図書館 多目的室 

 ■冊数：無制限無制限無制限無制限（※雑誌は今回ありません雑誌は今回ありません雑誌は今回ありません雑誌は今回ありません） 

 

 

 

 

 

 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日    ５５５５月月月月    

第第第第３０６３０６３０６３０６号号号号        令和元令和元令和元令和元年年年年    ５５５５月月月月１５１５１５１５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    魔法の魔法の魔法の魔法の絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集    すてきな魔法がいっぱい！魔法の本特集！     

一般書一般書一般書一般書    昭和・平成・令和昭和・平成・令和昭和・平成・令和昭和・平成・令和特集特集特集特集 新年号に関係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。 

一般書一般書一般書一般書    人気作家特集人気作家特集人気作家特集人気作家特集    「有川浩・垣谷美雨・姫野カオルコ」 

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    

新期購入雑誌のご案内新期購入雑誌のご案内新期購入雑誌のご案内新期購入雑誌のご案内    

----    SSSSPECIALPECIALPECIALPECIAL    ----    

----    EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        ----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        初夏の初夏の初夏の初夏のリサイクル市リサイクル市リサイクル市リサイクル市    

定 休定 休定 休定 休 日日日日        ７７７７    日（火日（火日（火日（火）、）、）、）、１３１３１３１３日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、２０２０２０２０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        ２４２４２４２４日（金）日（金）日（金）日（金）    

特別資料整理休館特別資料整理休館特別資料整理休館特別資料整理休館    ２５日（土）～３１（金）２５日（土）～３１（金）２５日（土）～３１（金）２５日（土）～３１（金）    

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

特別資料整理休館のお知らせ特別資料整理休館のお知らせ特別資料整理休館のお知らせ特別資料整理休館のお知らせ    

２０１９年２０１９年２０１９年２０１９年    本屋大賞本屋大賞本屋大賞本屋大賞決定決定決定決定    ----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        



マーダーハウス（五十嵐貴久） 

ふたたび蝉の声（内村光良） 

住友を破壊した男（江上剛） 

なつぞら 上（大森寿美男） 

ゆるキャラの恐怖（奥泉光） 

アトラス（神永学） 

浮雲心霊奇譚 5（神永学） 

姑の遺品整理は、迷惑です（垣谷美雨） 

お茶壷道中（梶よう子） 

カゲロボ（木皿泉） 

中野のお父さんは謎を解くか（北村薫） 

機捜２３５（今野敏） 

ひとんち（沢村伊智） 

肖像彫刻家（篠田節子） 

少年は死になさい…美しく（新堂冬樹） 

麦本三歩の好きなもの（住野よる） 

傑作はまだ（瀬尾まいこ） 

レフトハンド・ブラザーフッド（知念実希人） 

傲慢と善良（辻村深月） 

ザ・ウォール（堂場瞬一） 

もういちどベートーヴェン（中山七里） 

イシイカナコが笑うなら（額賀澪） 

梟の一族（福田和代） 

この道（古井由吉） 

尼子姫十勇士（諸田玲子） 

横道世之介 続（吉田修一） 

ノースライト（横山秀夫） 

自分流のすすめ（曽野綾子） 

１３の理由（ジェイ・アッシャー） 

迷路の外には何がある？（スペンサー・ジョンソン） 

座席ナンバー7A の恐怖（セバスチャン・フィツェック） 

私のイサベル（エリーサベト・ノウレベック） 

◎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「赤色」です。 

    

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    

    

 

 

フウちゃんクウちゃんロウちゃんのふくろうがっこう  

こわいものにであったらのまき（いとうひろし） 

かみそりぎつね（いもとようこ） 

おにぎりにはいりたいやつよっといで（岡田よしたか） 

パンのずかん（大森裕子） 

しゅつどう！しょうぼうたい（鎌田歩） 

てんしき（川端誠） 

たべものやさんしりとりたいかいかいさいします（シゲタサヤカ） 

もったいないばあさんかわをゆく（真珠まりこ） 

どうなってるの？どうぶつの歯（鈴木勝） 

こわめっこしましょ（tuperatupera） 

そらまめくんとおまめのなかま（なかやみわ） 

にゅうどうぐも（野坂勇作） 

どしゃぶり（お一なり由子） 

まよなかかいぎ（浜田桂子） 

ちびちっち（ステファニー・ブレイク） 

あめだま（ペクヒナ） 

まけずぎらいキティ（のぶみ） 

ごみじゃない！（minchi） 

こわす（サリー・サットン） 

たてる（サリー・サットン） 

ふたごのうさぎ（ダフネ・ロウター） 

★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） 

読書という荒野（見城徹） 

図説十字軍（桜井康人） 

るるぶ北海道‘20 

るるぶ鎌倉‘20 

THE LAST GIRL（ナディア・ムラド） 

世界の統合と分断の「橋」（アレクサンドラ・ノヴォスロフ） 

大学による盗骨（松島泰勝） 

イスラーム宗教警察（高尾賢一郎） 

経済のことよくわからないまま社会人になった人へ（池上彰） 

日本人の勝算（デービッド・アトキンソン） 

経済の流行語・論点でたどる平成史（浜野崇好） 

１ドル札の動きでわかる経済のしくみ（ダーシーニ・デイヴィッド） 

最後の頭取（河谷禎昌） 

「地方ならお金がなくても幸せでしょ」とか言うな！（阿部真大） 

ファイナンシャルプランナーが教える終活デザインブック（安藤信平） 

利用者の思いにこたえる介護のことばづかい（遠藤織枝） 

感染症対策サポート・ブック（藤井祐子） 

最新図解 ADHD の子どもだちをサポートする本（榊原洋一） 

科学の誤解大全（マット・ブラウン） 

ほぼ命がけサメ図鑑（沼口麻子） 

なぜか生きのこったへんな動物（今泉忠明） 

死ぬときに後悔しない生き方（内藤いづみ） 

生命科学の未来（本庶佑） 

弱った心臓を守る安心ごはん（佐藤直樹） 

リンパ浮腫のことがよくわかる本（宇津木久仁子） 

鼻は１分でよくなる！（今野清志） 

赤ちゃんが元気に育つ時期別妊娠中のおいしい食事 280 品（川名有紀子） 

北海道の病院 2019 

日本のチョウ（日本チョウ類保全協会） 

キャンプごはん Book 

素敵に飾る小さな庭（黒田健太郎） 

シドロモドロ工作所のはじめてのお彫刻教室（田島享央己） 

百歳を超えた北海道人（小森学） 

ロゼット切り紙（Killigraph） 

英語が身につくちいさなノート術（Marie） 

英単語の語源図鑑（清水建二） 

 

FACTFULNESS（ハンス・ロスリング） 

今すぐ使えるかんたん Word&Excel2019（技術評論社編集部） 

さわるようにしくみがわかるコンピュータのひみつ（原田康徳） 

キッド（相場英雄） 

死にがいを求めて生きているの（朝井リョウ） 

こうして誰もいなくなった（有栖川有栖） 

東京クライシス（安生正） 

魔眼の匣の殺人（今村昌弘） 

悪ガキ７  よろずお悩み解決します（宗田理） 

ちゃめひめさまとおしろのおばけ（たかどのほうこ） 

５分後に恋の結末（橘つばさ） 

あの日、ぼくは竜を見た（ながすみつき） 

この川のむこうに君がいる（浜野京子） 

５秒後に意外な結末（桃戸ハル） 

平家物語（長尾剛） 

秘密をもてないわたし（ペニー・ジョエルソン） 

鏡のなかの幽霊（ジョン・ベレアーズ） 

ブライアーヒルの秘密の馬（メガン・シェパード） 

MＩＮＥ ＣRＡＦＴこわれた世界（トレイシ—・バティースト） 

◎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「赤赤赤赤色色色色」です」です」です」です。。。。    

 
★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居 

★★★★その他その他その他その他 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

マザーグースのうた（蜂飼耳） 

弁天小僧（那須田淳） 

ルルとララのおまじないクッキー（あんびるやすこ） 

都会のトム＆ソーヤ 16（はやみねかおる） 

鹿の王 水底の橋（上橋菜穂子） 

暗闇の妖怪デザイナー（斉藤洋） 

 

ＡＩのひみつ １～３（香山瑞恵） 

世界一おもしろいくらべっこ大図鑑（クライヴ・ギフォード） 

こども ドラッカーのことば（斎藤孝） 

よのなかルールブック（高浜正伸） 

星の旅人（小前亮） 

田尻智（菊田洋之） 

ドラえもん社会ワールド経済がよくわかる（藤子・Ｆ・不二雄） 

ブリタニカ科学まんが図鑑 光と音（ガリレオ工房） 

クマゲラ（竹田津実） 

ユーチューバーになるには？（BitStar） 

パティシエになるには？（永井紀之） 

スヌーパー君がいた４０日（丹由美子） 

騎士竜戦隊リュウソウジャー＆全スーパー戦隊超パワー大ずかん！！ 

スター☆トゥインクルプリキュア 

ポケモンをさがせ！サン＆ムーン 

マリオのキャラクター大集合図かん 

    

 

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

2019.2.12019.2.12019.2.12019.2.15555----3.143.143.143.14    


