
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

開館時間開館時間開館時間開館時間

 

 図書館では毎年、読書感想文を募

想文すべてを文集『

ます。学校を通じて詳しい募集案内をいたします。

 皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。

7 月

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。

 
■期間

    

■場所：池田町立図書館

■冊数：

※期間中、資料を追加する場合がございます。

□対象：町内の小中学生

□期間：

池田町・浦幌町・豊頃町・幕別町の

トを行います。

語会」

せいたします。

■場所：東部

■落語会（池田）：

 

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    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

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）

第２第２第２第２７２７２７２７２

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

図書館では毎年、読書感想文を募

想文すべてを文集『池田町子どもの読書

ます。学校を通じて詳しい募集案内をいたします。

皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。

読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ

月 16 日（土）～

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。

■期間：7 月 16 日（土）～

    18 日（月）は祝日のため開館しております。

■場所：池田町立図書館

■冊数：1 日 1 名様 10

※期間中、資料を追加する場合がございます。

□対象：町内の小中学生

□期間：8 月 2 日（火）

トショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせ
十勝十勝十勝十勝東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携

池田町・浦幌町・豊頃町・幕別町の

トを行います。クイズ「

」など楽しいイベント盛りだくさんです。詳しくは

せいたします。 

■場所：東部 4 町図書館

■落語会（池田）：

  

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

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）

７２７２７２７２号号号号  平成２平成２平成２平成２

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

図書館では毎年、読書感想文を募集しています。皆さんの書い

池田町子どもの読書

ます。学校を通じて詳しい募集案内をいたします。

皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。

読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ

日（土）～18 日（月）の

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。

日（土）～18 日（月）の

日（月）は祝日のため開館しております。

■場所：池田町立図書館 多目的室 

10 冊まで。※最終日の冊数は無制限とします。

※期間中、資料を追加する場合がございます。

□対象：町内の小中学生 

（火）～9 月 30

トショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせ
東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携

池田町・浦幌町・豊頃町・幕別町の

クイズ「金魚すくいず

など楽しいイベント盛りだくさんです。詳しくは

町図書館 ■期間：

■落語会（池田）：8 月 6 日（土）

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

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）

-

平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年 ７７７７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

集しています。皆さんの書い

池田町子どもの読書 第 38 号』

ます。学校を通じて詳しい募集案内をいたします。 

皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。

読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ読書感想文募集のお知らせ    

日（月）の 3 日間、図書館で不要となった本や

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。

日（月）の 3 日間 

日（月）は祝日のため開館しております。

 

冊まで。※最終日の冊数は無制限とします。

※期間中、資料を追加する場合がございます。あらかじめ

30 日（金）まで 

トショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせトショフェスのお知らせ    
東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携東部４町図書館交流連携イベントイベントイベントイベント    

池田町・浦幌町・豊頃町・幕別町の 4 町 6 館の図書館

金魚すくいず」、「としょかん

など楽しいイベント盛りだくさんです。詳しくは

■期間：7 月 30 日（土）～

日（土）18 時 30 分～

５７２－６００６５７２－６００６５７２－６００６５７２－６００６    ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８

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）

- INFORMATION

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

集しています。皆さんの書いた

号』に掲載し発刊

 

皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。 

- RECYCLE

    - EVENT 

日間、図書館で不要となった本や

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。

 

日（月）は祝日のため開館しております。 

冊まで。※最終日の冊数は無制限とします。

あらかじめご了承ください。

 

館の図書館が合同でイベン

としょかんおみくじ」、「七夕

など楽しいイベント盛りだくさんです。詳しくは、別紙にてお知ら

日（土）～8 月 7 日（日）

分～ 

◆場所：児童書新着本コーナー隣

◆内容：

ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８

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）

 ５月２７日から６月２日に行われた、

変更いたしました。

①ヤングアダルトを東側の棚に変更したしました。

②子育て、教育、家事関係の

③別置してあった郷土北海道の本

ました。

④古典・詩歌

の他の資料を日本文学

の前に移動しました。

それに伴い、日本文学、

外国文学が以前より後

方に移動することとな

りました。本の場所が

わからない場合は図書

館職員がご案内いたし

ますので、

お声かけください。

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

た感

に掲載し発刊し

RECYCLE -

EVENT - 

日間、図書館で不要となった本や

雑誌を町民の皆さんに無料でお譲りするリサイクル市を開催します。 

冊まで。※最終日の冊数は無制限とします。 

ご了承ください。 

が合同でイベン

七夕落

、別紙にてお知ら

日（日） 

◆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    夜空夜空夜空夜空

児童書児童書児童書児童書    くだものくだものくだものくだもの

一般書一般書一般書一般書    クラフトクラフトクラフトクラフト

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

ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８ＦＡＸ５７２－２８２８    ＥメールＥメールＥメールＥメール    

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）    

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

５月２７日から６月２日に行われた、

変更いたしました。 

ングアダルトを東側の棚に変更したしました。

子育て、教育、家事関係の

別置してあった郷土北海道の本

ました。※北海道の歴史の本は一般歴史の棚にございます。

④古典・詩歌等文学そ

の他の資料を日本文学

の前に移動しました。

それに伴い、日本文学、

外国文学が以前より後

方に移動することとな

りました。本の場所が

わからない場合は図書

館職員がご案内いたし

ますので、お気軽に 

お声かけください。 

本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました

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 

◆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

夜空夜空夜空夜空絵本絵本絵本絵本特集特集特集特集 月・星☆・花火など夜空の絵本集めました！

くだものくだものくだものくだもの特集特集特集特集    スウィートなフルーツ特集。夏はやっぱり果物日和！

クラフトクラフトクラフトクラフト本本本本特集特集特集特集    室内で工作三昧。クラフトの本を集めました。

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        「大倉崇裕

    ::::    tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda
    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）

定定定定    休休休休    日日日日  
  

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

５月２７日から６月２日に行われた、

 

ングアダルトを東側の棚に変更したしました。

子育て、教育、家事関係の本を医療・料理の隣りに変更いたしました。

別置してあった郷土北海道の本を内容別に一般図書と一緒に配置いたし

北海道の歴史の本は一般歴史の棚にございます。

等文学そ 

の他の資料を日本文学 

の前に移動しました。 

それに伴い、日本文学、 

外国文学が以前より後 

方に移動することとな 

りました。本の場所が 

わからない場合は図書 

館職員がご案内いたし 

 

 

本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました

一般図書新着本コーナー横

月・星☆・花火など夜空の絵本集めました！

スウィートなフルーツ特集。夏はやっぱり果物日和！

室内で工作三昧。クラフトの本を集めました。

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。

大倉崇裕さん さくらももこ

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日

tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda----dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.co
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）

 ４４４４日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１１１１１１１１

 ２５２５２５２５日（月）日（月）日（月）日（月） 

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

５月２７日から６月２日に行われた、特別資料整理期間中に本の並びを

ングアダルトを東側の棚に変更したしました。 

本を医療・料理の隣りに変更いたしました。

を内容別に一般図書と一緒に配置いたし

北海道の歴史の本は一般歴史の棚にございます。

本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました本の並びが変わりました    

一般図書新着本コーナー横 

月・星☆・花火など夜空の絵本集めました！

スウィートなフルーツ特集。夏はやっぱり果物日和！

室内で工作三昧。クラフトの本を集めました。

司書のイチオシ本を紹介します。

さくらももこさん 吉田修一

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日 ７７７７月月月月 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.co
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）

１１１１１１１１日（月）日（月）日（月）日（月）、、、、１９日（火１９日（火１９日（火１９日（火

 

情報情報情報情報 - SPECIAL

整理期間中に本の並びを

 

本を医療・料理の隣りに変更いたしました。

を内容別に一般図書と一緒に配置いたし

北海道の歴史の本は一般歴史の棚にございます。 

- INFORMATION

月・星☆・花火など夜空の絵本集めました！ 

スウィートなフルーツ特集。夏はやっぱり果物日和！ 

室内で工作三昧。クラフトの本を集めました。  

司書のイチオシ本を紹介します。 

吉田修一さん」 

dreamwork.codreamwork.codreamwork.codreamwork.commmm     

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）    

１９日（火１９日（火１９日（火１９日（火）、）、）、）、 

PECIAL - 

整理期間中に本の並びを

本を医療・料理の隣りに変更いたしました。

を内容別に一般図書と一緒に配置いたし

INFORMATION -



★絵本★絵本★絵本★絵本
いもうとかいぎ（石黒亜矢子）
ばけばけばけばけばけたくん（岩田明子）
ジュウオウジャーかぞく（のぶみ）
よこさんとたてさん（はやさかしずこ）
プリンちゃんとだいふくくん

 

 

 

 

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
お面屋たまよし
風さそう弥生の夜桜（斉
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。（麻希一樹）

★その他★その他★その他★その他
うわさの怪談Ｘ（魔夜妖一）
知里幸恵
ニッポンの
むしこぶみつけた（新開考）

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 
いもうとかいぎ（石黒亜矢子）
ばけばけばけばけばけたくん（岩田明子）
ジュウオウジャーかぞく（のぶみ）
よこさんとたてさん（はやさかしずこ）
プリンちゃんとだいふくくん

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 
お面屋たまよし ５ 
風さそう弥生の夜桜（斉
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。（麻希一樹）

★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）

うわさの怪談Ｘ（魔夜妖一）
知里幸恵物語（金治直美）
ニッポンの刑事たち（小川泰平）
むしこぶみつけた（新開考）

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書    ※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者

                                ※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色

 
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

いもうとかいぎ（石黒亜矢子） 
ばけばけばけばけばけたくん（岩田明子）
ジュウオウジャーかぞく（のぶみ）
よこさんとたてさん（はやさかしずこ）
プリンちゃんとだいふくくん 

（とよたかずひこ

 （石川宏千花）
風さそう弥生の夜桜（斉藤洋） 
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。（麻希一樹）

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

うわさの怪談Ｘ（魔夜妖一） 
物語（金治直美） 
刑事たち（小川泰平） 

むしこぶみつけた（新開考） 

※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者※カッコ書きが作者、本の順序は、本の順序は、本の順序は、本の順序は著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順

※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色※新作テープの色は「茶色」です。」です。」です。」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 

ばけばけばけばけばけたくん（岩田明子） 
ジュウオウジャーかぞく（のぶみ） 
よこさんとたてさん（はやさかしずこ） 

（とよたかずひこ） 

（石川宏千花） 

「悩み部」の焦燥と、その暗躍。（麻希一樹） 

著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順著者あ～わ順です。です。です。です。 

」です。」です。」です。」です。 

 
◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書

★
自殺予定日（秋吉理香子）
牛姫の嫁入り（大山淳子）
大きな鳥にさらわれないよう（川上弘美）
オレンジシルク
岳飛伝
竜
屋上の道化たち（島田荘司）
ザ・ロング・アンド・

どこかでベートーヴェン（中山七里）
秋霜（葉室麟）
硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ（誉田哲也）
硝子の太陽Ｎｏｉｒ（誉田哲也）
奥様はクレイジーフルーツ（柚木麻子）
夢の猫

★
蜷川実花になるまで（蜷川実花）
ねこ先生（長尾剛）
世界からボクが消えたなら（川村元気）

★
知床・阿寒‘１７
るるぶ夜遊びガイド
るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道‘１７
東京・横浜‘１７
図説動物シンボル事典

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ

運営

アリエリー教授の人生相談室

自死（瀬川正仁）
山口組分裂の真相（一
できてるつもりのアクティブラーニング

図説徹底検証アメリカ海軍の全貌（河津幸英）
 

◎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「

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語
自殺予定日（秋吉理香子）
牛姫の嫁入り（大山淳子）
大きな鳥にさらわれないよう（川上弘美）
オレンジシルク
岳飛伝 １７ 
竜と流木（篠田節子）
屋上の道化たち（島田荘司）
ザ・ロング・アンド・

ワインディング・ロード（小路幸也）
どこかでベートーヴェン（中山七里）
秋霜（葉室麟）
硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ（誉田哲也）
硝子の太陽Ｎｏｉｒ（誉田哲也）
奥様はクレイジーフルーツ（柚木麻子）
夢の猫（輪渡颯介）

★文庫文庫文庫文庫    
蜷川実花になるまで（蜷川実花）
ねこ先生（長尾剛）
世界からボクが消えたなら（川村元気）

★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）

知床・阿寒‘１７
るるぶ夜遊びガイド
るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道‘１７
東京・横浜‘１７
図説動物シンボル事典

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ
民主主義という病

運営からトラブル
お役立ちハンドブック（水津陽子）

アリエリー教授の人生相談室

自死（瀬川正仁）
山口組分裂の真相（一
できてるつもりのアクティブラーニング

図説徹底検証アメリカ海軍の全貌（河津幸英）
 

※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「茶色茶色茶色茶色

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語    
自殺予定日（秋吉理香子） 
牛姫の嫁入り（大山淳子） 
大きな鳥にさらわれないよう（川上弘美）
オレンジシルク（神田茜） 

 （北方謙三）
と流木（篠田節子） 

屋上の道化たち（島田荘司）
ザ・ロング・アンド・ 

ワインディング・ロード（小路幸也）
どこかでベートーヴェン（中山七里）
秋霜（葉室麟） 
硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ（誉田哲也）
硝子の太陽Ｎｏｉｒ（誉田哲也）
奥様はクレイジーフルーツ（柚木麻子）

（輪渡颯介） 

蜷川実花になるまで（蜷川実花）
ねこ先生（長尾剛） 
世界からボクが消えたなら（川村元気）

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）    

知床・阿寒‘１７ 
るるぶ夜遊びガイド 
るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道‘１７
東京・横浜‘１７ 
図説動物シンボル事典 

（ヴェロニカ・デ
ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ

民主主義という病い
からトラブル解決まで自治会・町内会の

お役立ちハンドブック（水津陽子）
アリエリー教授の人生相談室

（ダン・アリエリー）
自死（瀬川正仁） 
山口組分裂の真相（一ノ宮美成）
できてるつもりのアクティブラーニング

図説徹底検証アメリカ海軍の全貌（河津幸英）

茶色茶色茶色茶色」です」です」です」です。。。。    

大きな鳥にさらわれないよう（川上弘美） 

（北方謙三） 

屋上の道化たち（島田荘司） 

ワインディング・ロード（小路幸也）
どこかでベートーヴェン（中山七里） 

硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ（誉田哲也） 
硝子の太陽Ｎｏｉｒ（誉田哲也） 
奥様はクレイジーフルーツ（柚木麻子） 

蜷川実花になるまで（蜷川実花） 

世界からボクが消えたなら（川村元気） 

るるぶ和歌山白浜高野山熊野古道‘１７ 

（ヴェロニカ・デ・オーサ）
ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ 

い（小林よしのり）
まで自治会・町内会の

お役立ちハンドブック（水津陽子）
アリエリー教授の人生相談室 

（ダン・アリエリー）

宮美成） 
できてるつもりのアクティブラーニング 

（片山紀子）
図説徹底検証アメリカ海軍の全貌（河津幸英）

 

ワインディング・ロード（小路幸也） 

オーサ） 

（小林よしのり） 
まで自治会・町内会の

お役立ちハンドブック（水津陽子） 

（ダン・アリエリー） 

（片山紀子） 
図説徹底検証アメリカ海軍の全貌（河津幸英） 

敏感すぎる自分を好きになれる本（長沼睦雄）
赤ちゃんと子どものアレルギー＆

原色石材大事典（全国建築石材工業会）
ワインバレーを見渡して（玉村豊男）
日本料理飾り切り教本（島谷宗宏）
おうちで作るアイスケーキ（岡本ゆかこ）
もっとおいしくなる超・冷凍術（西川剛史）
オリーブの歴史（
ステップアップ北の家庭菜園（有村利治）
若冲の描いた生き物たち（伊藤若冲）
親子でねんど道（片桐仁）
パワーアップ吹奏楽！チューバ（池田幸広）
パワーアップ吹奏楽！トロンボーン（郡恭一郎）
パワーアップ吹奏楽！パーカッション

楽譜が読めなくてもハーモニカが

実例図解すぐわかる！野球のルール＆スコアの
つけ方早見事典（アンパイアデベロップメント
コーポーレーション）
大相撲決まり手大図鑑
失敗しない１分間スピーチスピード学習帳

ＮＨＫ日本語発音

敏感すぎる自分を好きになれる本（長沼睦雄）
赤ちゃんと子どものアレルギー＆

アトピーＢＯＯＫ（永倉俊
原色石材大事典（全国建築石材工業会）
ワインバレーを見渡して（玉村豊男）
日本料理飾り切り教本（島谷宗宏）
おうちで作るアイスケーキ（岡本ゆかこ）
もっとおいしくなる超・冷凍術（西川剛史）
オリーブの歴史（ファブリーツィア
ステップアップ北の家庭菜園（有村利治）
若冲の描いた生き物たち（伊藤若冲）
親子でねんど道（片桐仁）
パワーアップ吹奏楽！チューバ（池田幸広）
パワーアップ吹奏楽！トロンボーン（郡恭一郎）
パワーアップ吹奏楽！パーカッション

楽譜が読めなくてもハーモニカが
吹けるようになる本（田中光栄）

実例図解すぐわかる！野球のルール＆スコアの
つけ方早見事典（アンパイアデベロップメント
コーポーレーション） 
大相撲決まり手大図鑑 
失敗しない１分間スピーチスピード学習帳

ＮＨＫ日本語発音アクセント新辞典
（ＮＨＫ放送文化研究所）

敏感すぎる自分を好きになれる本（長沼睦雄）
赤ちゃんと子どものアレルギー＆ 

アトピーＢＯＯＫ（永倉俊
原色石材大事典（全国建築石材工業会）
ワインバレーを見渡して（玉村豊男）
日本料理飾り切り教本（島谷宗宏） 
おうちで作るアイスケーキ（岡本ゆかこ）
もっとおいしくなる超・冷凍術（西川剛史）

ファブリーツィア・ラ
ステップアップ北の家庭菜園（有村利治）
若冲の描いた生き物たち（伊藤若冲）
親子でねんど道（片桐仁） 
パワーアップ吹奏楽！チューバ（池田幸広）
パワーアップ吹奏楽！トロンボーン（郡恭一郎）
パワーアップ吹奏楽！パーカッション

（竹島悟史）
楽譜が読めなくてもハーモニカが 

吹けるようになる本（田中光栄）
実例図解すぐわかる！野球のルール＆スコアの
つけ方早見事典（アンパイアデベロップメント

 
 

失敗しない１分間スピーチスピード学習帳
（主婦の友社）

アクセント新辞典 
（ＮＨＫ放送文化研究所）

敏感すぎる自分を好きになれる本（長沼睦雄） 

アトピーＢＯＯＫ（永倉俊和） 
原色石材大事典（全国建築石材工業会） 
ワインバレーを見渡して（玉村豊男） 

おうちで作るアイスケーキ（岡本ゆかこ） 
もっとおいしくなる超・冷凍術（西川剛史） 

・ランツァ） 
ステップアップ北の家庭菜園（有村利治） 
若冲の描いた生き物たち（伊藤若冲） 

パワーアップ吹奏楽！チューバ（池田幸広） 
パワーアップ吹奏楽！トロンボーン（郡恭一郎） 
パワーアップ吹奏楽！パーカッション 

（竹島悟史） 

吹けるようになる本（田中光栄） 
実例図解すぐわかる！野球のルール＆スコアの
つけ方早見事典（アンパイアデベロップメント

失敗しない１分間スピーチスピード学習帳 
（主婦の友社） 

（ＮＨＫ放送文化研究所） 


