
 年に一度、館内のすべての本の状態と配列の確認・整理を行う蔵書点検

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、福祉センター入口の返却ポストをご利用ください。 
 
 ◆休館期間：６月 26 日（金）～7 月 2 日（木） 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

        

 

  

  

◆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 ぬいぐるみ絵本特集 もこもこ！ぬいぐるみが登場する絵本を大特集！ 

一般書 海の本特集 自然学から物語まで、様々な分野の「海」に関する本を集めました。 

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 6 月 第３１９号  令和２年 ６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  

新型コロナウイルス拡大防止のため、当面の間は曜日に関係なく開館時間を 10：00～18：00 とさせていただきます。  

特別資料整理休館 ２７日（土）～７月２日（木） 

定  休  日 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月） 

資料整理日 ２６日（金） 

 

特別資料整理休館のお知らせ - INFORMATION -

図書館サービス一部制限 H31 年度 図書館利用統計 - INFORMATION -

 新型コロナウイルス拡大防止のため、一部の図書館サービスを制限さ

せていただきます。 
 

図書館施設の利用は当面の間、以下の通りとさせていただきます。 
 
＊開館時間を 10：00～18：00 とします。 

＊本の貸出・返却・予約・リクエストができます。 

＊図書館の蔵書検索をホームページから行うことができます。 

＊新聞・雑誌の閲覧、資料の複写サービスができます。 

★上記の項目に関しましては、すべて含めて３０分以内を目安にご利用

ください。 
 
☆下記のサービスは当面の間ご利用できません。 

＊AV コーナー、インターネット用パソコン、Wi-fi ＊絵本の読み聞かせ    
 

利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力

をよろしくお願いいたします。 

- INFORMATION -  

  平成 31 年度の図書館利用状況をご報告いたします。表の上段が 31

年度、下段が 30 年度の数値です。 

※『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。 

  

一般書 児童書 合計  町民 町外 合計 

34,016 16,649 50,665  24,504 1,287 25,791 

37,278 18,438 55,716  27,639 1,513 29,152 

       

町民 町外 合計   回数 冊数 

6,776 312 7,088   96 348 

7,890 361 8,251   111 407 

 

■貸出人数 

 

■貸出冊数 

 

■蔵書冊数 

 

■相互貸借（借受） 

 



 

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「ピンク」です。 

 

★絵本・紙芝居 

◎児童書  

 

ぼくのしましまテッド（テリーサ・ヒーピー） 

まめちゃんとまじょ（はまのゆか） 

★よみもの 

★その他（分類区分別） 

ジュニア空想科学読本 10・11（柳田理科雄） 

科学者になろう！実験と観察でわかる科学のひみつ 見たい、

知りたい、ためしたい（スティーブ・モールド） 

算数親分捕物帳 （瀧ケ平悠史） 

オールカラー楽しくわかる！電気とエネルギー（小川眞士） 

世界の鉱物・岩石・化石・貝・大図鑑（ダン・グリーン） 

ゆるゆる外来生物図鑑（さのかける） 

プラスチックモンスターをやっつけよう！（高田秀重） 

りんごだんだん（小川忠博） 

ドラえもん探究ワールド日本語のひみつ（藤子・F・不二雄） 

まんが慣用句事典（深谷圭助） 

読解力を身につける（村上慎一） 

◎一般書 ※新作テープの色は「ピンク」です。 

 
★小説・物語 

罪人の選択（貴志祐介） 

怖い患者（久坂部羊） 

私たちの望むものは（小手毬るい） 

公安狼（笹本稜平） 

三兄弟の僕らは（小路幸也） 

イエロー・サブマリン（小路幸也） 

ダーク・ブルー（真保裕一） 

約束の果て 黒と紫の国（高丘哲次） 

緋色の残響（長岡弘樹） 

転生したらスライムだった件 16（伏瀬） 

暴虎の牙（柚月裕子） 

三体（劉慈欣） 

アーモンド（ソン・ウォンピョン） 

★文庫 

心霊探偵八雲 ANOTHER FILES 沈黙の予言（神永学） 

 

 ★その他（分類区分別） 

ウルトラ図解血液がん（神田善伸） 

アルツハイマー病のことがわかる本（新井平伊） 

新型コロナウイルス 正しく怖がるにはどうすればいいの

か（木村良一） 

日本の建築家解剖図鑑 名建築に込められた建築家たち

の意図を読み解く（二村悟） 

イギリス王立化学会の化学者が教えるワイン学入門 

（ディヴィッド・バード） 

DIY 収納の作り方＆アイデア 収納たっぷりの素敵な部

屋は自分で作れる！ 

yupinoko's DIY BASIC LESSON 初めてでも失敗しな

いおしゃれ雑貨&家具の作り方 24（ゆびのこ） 

まさかの弱火中華 おうち中華が劇的においしくなる（水

島弘史） 

マルシェのつくり方、使い方 運営者・出店者のための教

科書（脇坂真吏） 

タネの未来 僕が 15 歳でタネの会社を起業したわけ（小林宙） 

クリーンミート 培養肉が世界を変える（ポール・シャピロ） 

ひとこと接客英語 飲食店・ショップ・宿泊施設シンプル

だからすぐに話せる！（パピヨン麻衣） 

インスタグラム商品写真の撮り方ガイド（6151） 

会社の SNS 担当になったらはじめに読む本（落合正和） 

もじもじもじ鉄 鉄道の書体とデザインほぼぜんぶ（石川祐基） 

オリンピック競技おもしろ大全（雑学総研） 

ランナーのための痛みに効くストレッチ＆ケア 

記号とシンボルの事典（スティーブン・ウェッブ） 

日本人が無意識に使う日本語が不思議すぎる！教えて！

宮本さん（アン・クレシーニ） 

先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑（佐藤友樹） 

文豪のすごい言葉づかい辞典（山口謠司） 

一目でわかる文章術 文章は「見た目」で決まる（石黒圭） 

親子の対話ですいすい書ける！はじめての読書感想文（藤

田利江） 

「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語（荒川

久美子） 

 

小学生なら知っておきたい教養 366 1 日 1 ページで身

につく！（齋藤孝） 

自然災害から人々を守る活動 5 雪害（片田敏孝） 

どっちを選ぶ？クイズで学ぶ！自然災害サバイバル 1～3

（木原実） 

科学について知っておくべき 100 のこと（アレックス・フリス） 

 

大人のための道徳教科書（斎藤孝） 

教養として学んでおきたい 5 大宗教（中村圭志） 

人類はなぜ〈神〉を生み出したのか？（レザー・アスラン） 

上馬キリスト教会ツイッター部の世界一ゆるい聖書教室

（MARO） 

アーミッシュカントリーの美しい暮らし My Friends，

Amish（山中麻葉） 

入門「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか 今さら

人に聞けない天皇・皇室の基礎知識（竹田恒泰） 

最新民法がよくわかる本 2020 年民法改正対応版（三木邦裕） 

今さら聞けない！経済のキホンが 2 時間で全部頭に入る

（吉田泰史） 

電話応対＆敬語・話し方のビジネスマナー（尾形圭子） 

仕事で差がつくコミュニケーションと敬語の基本（北條久美子） 

図解よくわかる地方税のしくみ（柏木恵） 

数字でみる日本の 100 年（矢野恒太記念会） 

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した 潜入・

最低賃金労働の現場（ジェームズ・ブラッドワース） 

上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてくださ

い！（上野千鶴子） 

おうち性教育はじめます 一番やさしい！防犯・SEX・命の

伝え方（フクチマミ） 

超効率勉強法 最短の時間で最大の成果を手に入れる（メ

ンタリスト DaiGo） 

勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書（中田敦彦） 

シュレディンガーの猫 実験でたどる物理学の歴史（アダ

ム・ハート＝ディヴィス） 

身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた

（山口悟） 

空がおしえてくれること（蓬莱大介） 

火山の科学（西川有司） 

絶滅動物は甦らせるべきか？絶滅種復活の科学、倫理、リ

スク（ブリット・レイ） 

クモのイト（中田兼介） 

北海道の磯魚たちのグレートジャーニー（宗原弘幸） 

カラスは飼えるか（松原始） 

 

炎炎ノ消防隊 悪魔的ヒーロー登場（大久保篤） 

愛情融資店まごころ２ 好きなんて言えない（くさかべかつ美） 

えんそくのおばけずかん おいてけバスガイド（斉藤洋） 

5 分後に恋の結末 そして、誰かの恋がはじまる。（橘つばさ） 

ウサギのトリン きゅうしょく、おかわりできるかな（高

畠じゅん子） 

都会のトム＆ソーヤ 外伝 16.5 魔女が微笑む夜（はやみ

ねかおる） 

まじょかもしれない？（服部千春） 

小説映画ドラえもんのび太の新恐竜（藤子・F・不二雄） 

天国の犬ものがたり（堀田敦子） 

ふしぎ町のふしぎレストラン １・２（三田村信行） 

アナと雪の女王 2 

ディズニーランド防衛部 マレフィセントを倒せ！（リド

リー・ピアソン） 

アーニャは、きっと来る（マイケル・モーパーゴ） 

 

 

2020.4.16-5.14 

- NEW -  新着本のお知らせ 

死んだらどうなるのか？死生観をめぐる 6 つの哲学（伊佐

敷隆弘） 

パブロフの犬 実験でたどる心理学の歴史（アダム・ハート

=デイヴィス） 

 


