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開館時間開館時間開館時間開館時間

 

 絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

けて、4

 お正月は「本の福袋」で過ごしませんか？

トでご用

で手にしたことのないジャンルの本と出会えるチャンスです。

ましたので、今年は数を増やして

☆日時：１２月１７日（土）

★場所：池田町立図書館

☆内容：

    

★定員：２４名（工作のみ）

☆受付：１２月１日～定員になり次第、締め切りいたします。

★１２月１６日（金）・２４日（土）２回に

分けて貸し出し

☆来館された方お

の貸し出しになります。

★福袋１セットの３冊は、通常の貸し出し

に加算され
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クリスマスお楽しみ会クリスマスお楽しみ会クリスマスお楽しみ会クリスマスお楽しみ会

絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

4 色の LED が光るツリーでお部屋を飾りましょう。

お正月は「本の福袋」で過ごしませんか？

トでご用意します。どんな本がはいっているかは袋を開けてからのお楽しみ

で手にしたことのないジャンルの本と出会えるチャンスです。

ましたので、今年は数を増やして

☆日時：１２月１７日（土）

★場所：池田町立図書館

☆内容：１３：３０～ 

    １４：００～ 

★定員：２４名（工作のみ）

☆受付：１２月１日～定員になり次第、締め切りいたします。

★１２月１６日（金）・２４日（土）２回に

分けて貸し出し開始します。

☆来館された方お 1 人につき１セットまで

の貸し出しになります。

★福袋１セットの３冊は、通常の貸し出し

に加算され１０冊が限度とな
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絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

が光るツリーでお部屋を飾りましょう。

お正月は「本の福袋」で過ごしませんか？

意します。どんな本がはいっているかは袋を開けてからのお楽しみ

で手にしたことのないジャンルの本と出会えるチャンスです。

ましたので、今年は数を増やして１６日と２４日に貸し出し開始です。

図書館福袋図書館福袋図書館福袋図書館福袋

☆日時：１２月１７日（土） １３：３０～

★場所：池田町立図書館 多目的室 

 絵本の読み聞かせ

 工作「ひかる！ミニツリー」

★定員：２４名（工作のみ） 

☆受付：１２月１日～定員になり次第、締め切りいたします。

★１２月１６日（金）・２４日（土）２回に

開始します。 

人につき１セットまで

の貸し出しになります。 

★福袋１セットの３冊は、通常の貸し出し

１０冊が限度となります。
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絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

が光るツリーでお部屋を飾りましょう。

お正月は「本の福袋」で過ごしませんか？様々なテーマに沿った本を、３冊セッ

意します。どんな本がはいっているかは袋を開けてからのお楽しみ

で手にしたことのないジャンルの本と出会えるチャンスです。

と２４日に貸し出し開始です。
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絵本の読み聞かせ 

工作「ひかる！ミニツリー」 

☆受付：１２月１日～定員になり次第、締め切りいたします。

★１２月１６日（金）・２４日（土）２回に

人につき１セットまで

★福袋１セットの３冊は、通常の貸し出し

ります。 
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絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

が光るツリーでお部屋を飾りましょう。 

様々なテーマに沿った本を、３冊セッ

意します。どんな本がはいっているかは袋を開けてからのお楽しみ

で手にしたことのないジャンルの本と出会えるチャンスです。昨年ご好評いただき

と２４日に貸し出し開始です。 

-INFORMATION 

-INFORMATION

☆受付：１２月１日～定員になり次第、締め切りいたします。 
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◆場所：児童書新着本コーナー隣

◆内容：

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

用ください。北海道立図書館を中心に全

本を借りる制度です。特殊な図書は

約１か月他館の資料を借り、

ができます。

 ただし

了承ください。

絵本の読み聞かせとミニツリー工作を行います。夜の長いクリスマスシーズンに向

様々なテーマに沿った本を、３冊セッ

意します。どんな本がはいっているかは袋を開けてからのお楽しみ。今ま

昨年ご好評いただき

INFORMATION - 
 １２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

１２月１６日（金）から２

日（金）です。休館中に

に設置されている返却ポストをご利用ください。

INFORMATION - 

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 
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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）

◆場所：児童書新着本コーナー隣

◆内容：児童書児童書児童書児童書    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス

児童書児童書児童書児童書    ミステリーミステリーミステリーミステリー

一般書一般書一般書一般書    年末年始大掃除年末年始大掃除年末年始大掃除年末年始大掃除

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

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

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

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

用ください。北海道立図書館を中心に全

本を借りる制度です。特殊な図書は

約１か月他館の資料を借り、

ができます。 

ただし、新しい本や雑誌などは、

了承ください。できる

相互貸借相互貸借相互貸借相互貸借について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？

１２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

１２月１６日（金）から２

日（金）です。休館中に

に設置されている返却ポストをご利用ください。

定定定定    休休休休    日日日日  
  

ＥメールＥメールＥメールＥメール    ::::    tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda
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◆場所：児童書新着本コーナー隣 一般図書新着本コーナー横

クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス絵絵絵絵本特集本特集本特集本特集

ミステリーミステリーミステリーミステリー特集特集特集特集    真実はいつも

年末年始大掃除年末年始大掃除年末年始大掃除年末年始大掃除特集特集特集特集

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

人気作家特集人気作家特集人気作家特集人気作家特集        「

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

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

用ください。北海道立図書館を中心に全

本を借りる制度です。特殊な図書は、館内での閲覧になる場合がありますが、

約１か月他館の資料を借り、そのうち

、新しい本や雑誌などは、借り受けにくい場合がありますので、ご

できる限りご要望にお応えいたします。

について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？

年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日

１２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

１２月１６日（金）から２２日（木）の間に借りた本の返却日は、１月６

日（金）です。休館中に本の返却をされる方は、図書館と教育委員会入口

に設置されている返却ポストをご利用ください。
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一般図書新着本コーナー横

本特集本特集本特集本特集 ク～リスマスが今年もやってくる～♪

真実はいつも 1 つ！

特集特集特集特集    今年の汚れは今年のうちに！！スッキリ

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。

「真保裕一さん 村山由佳

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

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

用ください。北海道立図書館を中心に全道の貸し出し

、館内での閲覧になる場合がありますが、

そのうち２週間利用者の方に貸し出しすること

借り受けにくい場合がありますので、ご

限りご要望にお応えいたします。

について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？

年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日年末年始休館日    

１２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

２日（木）の間に借りた本の返却日は、１月６

本の返却をされる方は、図書館と教育委員会入口

に設置されている返却ポストをご利用ください。 

 １２１２１２１２月月月月 
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一般図書新着本コーナー横 カウンター後

ク～リスマスが今年もやってくる～♪

つ！ 

今年の汚れは今年のうちに！！スッキリ

司書のイチオシ本を紹介します。

村山由佳さん 宮下奈都

情報情報情報情報 - SPECIAL 

-INFORMATION

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

道の貸し出し可能な図書館からその

、館内での閲覧になる場合がありますが、

２週間利用者の方に貸し出しすること

借り受けにくい場合がありますので、ご

限りご要望にお応えいたします。是非ご利用ください。

について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？について知っていますか？    

- INFORMATION

１２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

２日（木）の間に借りた本の返却日は、１月６

本の返却をされる方は、図書館と教育委員会入口
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カウンター後 

ク～リスマスが今年もやってくる～♪ 

今年の汚れは今年のうちに！！スッキリ☆ 

司書のイチオシ本を紹介します。 

宮下奈都さん 」 

PECIAL - 

NFORMATION - 

図書館を見ても「借りたい本が置いてない！」場合は、「相互貸借」をご利

可能な図書館からその

、館内での閲覧になる場合がありますが、

２週間利用者の方に貸し出しすること

借り受けにくい場合がありますので、ご

ご利用ください。 

NFORMATION - 

１２月３０日（金）から１月５日（木）の期間は休館いたします。なお

２日（木）の間に借りた本の返却日は、１月６

本の返却をされる方は、図書館と教育委員会入口



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

                                

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

あくしゅかい（村上しいこ）

ほしじいたけほしばあたけ（石川基子）

きつねのがっこう（いもとようこ）

どででんかぼちゃ（いわさゆうこ）

でてくるでてくる（岩田明子

もうあかん！（岡田よしたか）

おにぎりにんじゃおこめがはまのけっせ

ん（北村裕花）
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