
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

       

 

  

 

◆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 伝統芸能絵本特集 日本の伝統芸能に関する本を大特集！ 

一般書 自炊本特集 簡単！おいしい！すぐできる！自炊のお助け本を集めました。 

一般書 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 情報 - SPECIAL - 

 

 

図書館休館日 2 月 第３１５号  令和２年 ２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）  

＊延長は 1 冊につき 1 回までです。 

＊延長をすると、返却期限日から 2 週間を限度に延長してご利用いただけます。 

＊返却期限の過ぎた資料に関しましては 2 週間以内であれば、超過した 

日数分を差し引いて延長いたします。 

＊２週間以上返却期限が過ぎた場合は、延長は行えません。 

＊新着雑誌は延長できません。 

＊相互貸借資料（池田図書館以外の図書館の資料）に関しては、 

延長ができない場合がございます。 

 

定  休  日 ３日（月）、１０日（月）、１７日（月） 

２５日（火） 

資 料 整 理 日 ２８日（金） 

 

図書館アンケートについて 

インターネット検索開始 
 

- INFORMATION -  

- INFORMATION -  

 ２月１日（土）から２月２９日（土）まで全年齢の利用者を対象とし

た「図書館アンケート」をカウンター等で配布します。図書館へのご要望・

ご意見をアンケートにご記入ください。ご協力をお願いいたします。 

 

図書の貸出延長について - INFORMATION -  

第 162 回芥川賞・直木賞が決定！ 
 

図書館で借りた本は予約が入っていない場合に限り、延長ができます。 

延長をご希望される場合は、電話やメールで図書館までご連絡いただく

か、図書館カウンターにてお申込みください。  

 また延長の仕様について一部変更を致しましたので、下記の項目をご確

認ください。 
 

 １月１５日に第１６２回芥川賞・直木賞の

受賞作が発表になりました。芥川賞は、古川

真人氏の『背高泡立草』、直木賞は川越宗一

氏の『熱源』に決まりました。 
 
※芥川賞の『背高泡立草』は購入予定です。 

 直木賞の『熱源』は図書館に所蔵しています。 
 

どちらの受賞作も予約を受け付けしており

ますので、ぜひご利用ください。 

- INFORMATION -  

ご自宅のパソコンやスマホなどから図書館のホームページを通じて、池

田町立図書館の本を探すことができる『インターネット検索』がご利用い

ただけるようになりました。 
 

お探しの本が池田図書館にあるのか、お気軽に検索いただけます。検索ペ

ージへは図書館ホームページのトップページにリンクがございますので、

ぜひご活用ください。 



※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「赤色」です。 

 

★絵本・紙芝居 

◎児童書  

 

おれ、よびだしになる（中川ひろたか） 

ジュマンジ（C.V.オールズバーグ） 

映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ（俵ゆり） 

ノラネコぐんだんカレーライス（工藤ノリコ） 

ちいさなちいさなほしのあかり（さかいさちえ） 

の（ｊｕｎａｉｄａ） 

みならいサンタ（そのだえり） 

きょうりゅうたちもペットをかいたい（ジョイン・ヨーレン） 

ひそひそねずみとおばあさん（津田真一） 

ぼく、仮面ライダーになる！ ゼロワン編（のぶみ） 

ししまいがやってきた！（よこみちけいこ） 

ピーターラビットのおはなし（ビアトリクス・ポター） 

アンパンマンとみえないまん（やなせたかし） 

なんだろうなんだろう（ヨシタケシンスケ） 

わたしのわごむはわたさない（ヨシタケシンスケ） 

イヌと友だちのバイオリン（デイビッド・リッチフィールド） 

★よみもの 

アーサー王の世界 5 荷車の騎士ランスロット（斉藤洋） 

X-01 3（あさのあつこ） 

歌姫フィニーと魔法の水晶（あんびるやすこ） 

おねえちゃんって、すっごくもやもや！（いとうみく） 

グレッグのダメ日記 ぶっこわしちゃえ（ジェフ・キニー） 

しょうがくせいのおばけずかん かくれんぼう（斉藤洋） 

恐怖コレクター 巻ノ 13 13 日の金曜日（佐東みどり） 

おとのさま、にんじゃになる（中川ひろたか） 

かいけつゾロリ スターたんじょう（原ゆたか） 

火狩りの王 ３牙の火（日向理恵子） 

十年屋 時の魔法はいかがでしょう？（廣嶋玲子） 

オペラ座の幽霊（ジョン・ベレアーズ） 

MINECRAFT なぞの日記（ムア・ラファティ） 

家庭科室の日曜日 ももたろうがおおすぎる！（村上しいこ） 

 

★その他（分類区分別） 

 

モノのなまえ事典 アレにもコレにも！（杉村喜光） 

なんでお母さんはいつもおこるの？（NHKE テレ「Q〜こ

どものための哲学」制作班） 

C♥ＳＣＨＯＯＬこわい話＆ホラーゲームＢＯＯＫ（朝日新

聞出版社） 

明智光秀 本能寺の変を実行した謎多き知将（田代脩） 

未来を変えるロボット図鑑（ルーシー・ロジャーズ） 

ダイズの大百科（国分牧衛） 

トウモロコシの大百科（濃沼圭一） 

見学！日本の大企業イオン（こどもくらぶ） 

見学！日本の大企業日本通運（こどもくらぶ） 

マークの図鑑 キッズペディア（児山啓一） 

新着本のお知らせ 

◎一般書 ※新作テープの色は「赤色」です。 

 
★小説・物語 

大名倒産 上・下（浅田次郎） 

まち（小野寺史宜） 

約束された移動（小川洋子） 

暗約領域（大沢在昌） 

歩道橋シネマ（恩田陸） 

桃源（黒川博行） 

スワン（呉勝浩） 

せき越えぬ（西条奈加） 

夜長姫と耳男（坂口安吾） 

花咲小路一丁目の髪結いの亭主（小路幸也） 

音に聞く（高尾長良） 

デッドライン（千葉雅也） 

沃野の刑事（堂場瞬一） 

小説「安楽死特区」（長尾和宏） 

キッドの運命（中島京子） 

人面瘡探偵（中山七里） 

勿忘草が咲く町で 安曇野診療記（夏川草介） 

わが殿 上・下（畠中恵） 

魔法使いと最後の事件（東川篤哉） 

黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之続（宮部みゆき） 

できない相談（森絵都） 

後家殺し（山本一力） 

ミレニアム６ 上・下（ダヴィド・ラーゲルクランツ） 

★文庫 

白銀の墟玄の月 3・4（小野不由美） 

 ★その他（分類区分別） 

これからはじめる Illustrator & Photoshop の本 2019 年

最新版（黒野明子） 

Illustrator10 年 使 え る 逆 引 き 手 帖 CC 完 全 対 応

Mac&Windows 対応（高野雅弘） 

子どもの心を動かす読み聞かせの本とは 解説&ブックガイ

ド 400（岡崎一実） 

ブックトークのきほん 21 の事例つき（東京子ども図書館） 

文庫本は何冊積んだら倒れるか ホリイのゆるーく調査（堀

井憲一郎） 

悩んでも 10 秒 考えすぎず、まず動く!突破型編集者の仕事術（松田紀子） 

私は本屋が好きでした あふれるヘイト本、つくって売るま

での舞台裏（永井朗） 

片手袋研究入門 小さな落としものから読み解く都市と人（石井公二） 

日本人の 9 割がやっているもっと残念な習慣 間違い!台無

し!逆効果!の 132 項目（ホームライフ取材） 

異端者たちが時代をつくる 現代社会を変えた 6 つの勇気の物語（松

井清人） 

13 歳からのジャーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける（伊藤千尋） 

驕る権力、煽るメディア（斎藤貴男） 

戦争取材と自己責任（安田純平） 

かみさまは中学 1 年生（すみれ） 

超筋トレが最強のソリューションである 筋肉が人生を変え

る超科学的な理由（Testosterone） 

お寺の掲示板（江田智昭） 

豊臣家臣団の系図（菊池浩之） 

決定版面白いほどよくわかる！家紋と名字（高澤等） 

韓国行き過ぎた資本主義「無限競争社会」の苦悩（金敬哲） 

偽善者たちへ（百田尚樹） 

日本列島回復論 この国で生き続けるために（井上岳一） 

司法通訳人という仕事 知られざる現場（小林裕子） 

信長の経済戦略 国盗りも天下統一もカネ次第（大村大次郎） 

Ｑ＆Ａでわかる地価公示の見方・生かし方（日本不動産鑑定士協会連合会） 

日本はすでに侵略されている（平野秀樹） 

できる大人のことばの選び方一瞬で「信頼される人」になる!

（松本秀男） 

ぼくたちの離婚（稲田豊史） 

かしこい子どもに育つ礼儀と作法よくわかる小笠原流礼法（小笠原清基） 

ようかん（虎屋文庫） 

数と記号のふしぎ シンプルな形に秘められた謎（本丸諒） 

宇宙は無限か有限か（松原隆彦） 

ゲノム革命がはじまる DNA 全解析とクリスパーの衝撃（小林雅一） 

命を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典（横田裕行） 

心臓病 狭心症・心筋梗塞・不整脈ほか（三田村秀雄） 

高血圧でもフレイルは防げる（原田和昌） 

認知症介護と仕事の両立ハンドブック（角田とよ子） 

川崎病 増え続ける謎の小児疾患（三浦大） 

できる Office 365 2019 年度版（インサイトイメージ） 

ワイン法（蛯原健介） 

単位のキホンがわかる本（長島秀樹） 

農と食と地域をデザインする 旗を立てる生産者（長岡淳一） 

世界からコーヒーがなくなるまえに（ペトリ・レッパネン） 

年賀状のおはなし（日本郵便株式会社） 

百姓貴族 ６（荒川弘） 

木版画を作ろう 応用篇 版画技法実践講座（古谷博子） 

女子アスリートの「食事と栄養」（佐藤郁子） 

基本のロープワーク（羽根田治） 

羽生善治の攻めの教科書（羽生善治） 

部活でスキルアップ！ダンス上達バイブル（のりんご☆） 

ヴォイストレーニング大全 「声」を仕事にする（福島英） 

ONOMATOPE（小野正弘） 

ニューエクスプレスプラス広東語（飯田真紀） 

楔形文字を書いてみよう読んでみよう古代メソポタミアへの

招待（池田潤） 

ドイツのことば図鑑 見るだけで楽しく学べる（野口真南） 

ミニマムで学ぶドイツ語のことわざ（藤村美織） 

北欧 4 か国旅行会話 フィンランド語・ノルウェー語・デン

マーク語（森百合子） 

ミニマムで学ぶスペイン語のことわざ（星野弥生） 

ニューエクスプレス エスペラント語（安達信明） 

 

 

2019.12.13-2020.1.16 
- NEW -  


