
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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７月１９日（火）に第

決定いたしました。芥川賞は
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いてはすでに貸出でき、
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また、図書の予約
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年度です。
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芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！

７月１９日（火）に第

決定いたしました。芥川賞は

荻原浩さんの「海の見える理髪店」

いてはすでに貸出でき、

冊、村田沙耶香/著は２冊所蔵しています

また、図書の予約、リクエスト

平成平成平成平成 27272727

図書館利用状況をご報告いたします。

年度です。 

蔵書冊数 購入と寄贈の合計

一般書 児童書

34,497 17,892

33,352 17,472

利用登録人数 新規に利用登録した人数

平成 27 年度 

平成 26 年度 

27 年度末人数 

貸出人数  

町民 広域 
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芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！

７月１９日（火）に第 155 回芥川賞・直木賞

決定いたしました。芥川賞は村田沙耶香

「海の見える理髪店」

いてはすでに貸出でき、芥川賞は、入荷する予定です。

２冊所蔵しています

、リクエストは電話で
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ご報告いたします。
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相互貸借

館から借りて利用できるサービス

 

合計（人） 

10,664 

11,183 

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 ８８８８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

芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！芥川賞・直木賞が決定！    

回芥川賞・直木賞（平成

村田沙耶香さんの「コンビニ人間」

「海の見える理髪店」が受賞いたしました。直木賞につ
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貸出冊数 
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ちらも是非ご利用ください。

しています。 
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表は上段が 27 年度、下段が
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209 

2,393 

 DVD 閲覧を含む

広域 合計（冊）

 1,012 36,372

 845 37,711

自館にない資料を他の図書

館から借りて利用できるサービス

 冊数 

163 526 

95 529 

◆場所：児童書新着本コーナー隣

◆内容：
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十勝東
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各図書館にお問い合わせください。

■場所：東部４町図書館

■七夕落語会（

      

      

幕別町図書館は、

年上半期）が

が、直木

受賞いたしました。直木賞につ

は約 20

ちらも是非ご利用ください。

 ８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

として開放したします。

だけます。

て飲食はご遠慮いただいています

用は出来ません。
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年度、下段が 26

閲覧を含む 

合計（冊） 

36,372 

37,711 

自館にない資料を他の図書

館から借りて利用できるサービス 

◆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    のりもののりもののりもののりもの
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一般書一般書一般書一般書    輝く女性輝く女性輝く女性輝く女性

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
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十勝東部４町６館の図書館が合同で

昨年ご好評いただきました「七夕

各図書館にお問い合わせください。

■場所：東部４町図書館

■七夕落語会（浦幌町）：

      （池田町）：

      （幕別町）：

幕別町図書館は、10/7

８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

として開放したします。

だけます。読書だけではなく、学習室としても

て飲食はご遠慮いただいています

は出来ません。 

◆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

のりもののりもののりもののりもの絵本絵本絵本絵本特集特集特集特集 

自由研究と工作自由研究と工作自由研究と工作自由研究と工作特集特集特集特集

輝く女性輝く女性輝く女性輝く女性本本本本特集特集特集特集    女性が活躍する小説

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
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町６館の図書館が合同で

いただきました「七夕

各図書館にお問い合わせください。

■場所：東部４町図書館 ■期間：７月３０日（土）～８月７日（日）

浦幌町）：8 月 5 日（金）

（池田町）：8 月 6 日（土）

（幕別町）：8 月 7 日（日）

10/7・8、12/10

８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

として開放したします。暑い日には冷房を入れますので快適にご利用いた

読書だけではなく、学習室としても

て飲食はご遠慮いただいています。また、期間中の多目的室での

七夕落語会のお知らせ七夕落語会のお知らせ七夕落語会のお知らせ七夕落語会のお知らせ

一般図書新着本コーナー横

 車！飛行機！自転車！なんでも乗っちゃおう！

特集特集特集特集    夏休みはこれで安心！

女性が活躍する小説

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。
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町６館の図書館が合同で、楽しいイベントを行っています。ま

いただきました「七夕落語会」を今年も行います。詳しくは、

各図書館にお問い合わせください。 

■期間：７月３０日（土）～８月７日（日）
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日（土） 18 時

日（日） 15 時

12/10・11、2/11 の

８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

暑い日には冷房を入れますので快適にご利用いた

読書だけではなく、学習室としてもご利用ください。原則とし

。また、期間中の多目的室での
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飛行機！自転車！なんでも乗っちゃおう！
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女性が活躍する小説 

司書のイチオシ本を紹介します。

鈴木英治さん 吉田修一さん
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■期間：７月３０日（土）～８月７日（日）

時 30 分開演 

時 30 分開演 

時 30 分開演 

の 4 回予定しています。

８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

暑い日には冷房を入れますので快適にご利用いた

ご利用ください。原則とし

。また、期間中の多目的室での DVD

- EVENT

飛行機！自転車！なんでも乗っちゃおう！ 

司書のイチオシ本を紹介します。 

さん」 
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INFORMATION -

楽しいイベントを行っています。ま

落語会」を今年も行います。詳しくは、

■期間：７月３０日（土）～８月７日（日） 

回予定しています。 

８月１０日（水）～８月３１日（水）の間、図書館の多目的室を閲覧室

暑い日には冷房を入れますので快適にご利用いた

ご利用ください。原則とし

DVD 利

EVENT- 



★絵本★絵本★絵本★絵本
かぐやひめ（上北ふたご）

あかずきんたろう（きよたけいこ）

ねむりひめ（グリム）

かえるのおうじ（グリム）

ブレーメンのおんがくたい（グリム）

はじめてのずかん３００

おにぎりたべよう！（五味太郎）

ピノキオ（コッローディ）

ぺんぎんたいそう（斎藤槙）

花嫁さん（サワジロウ）

かえってきたクレヨン

ひのとり（白樺兎師春）

きんたろう（すがのしょうへい）

ウミガメものがたり（鈴木まもる）

あそぼ（エ

ひみつのちかしつ（永井秀幸）

冒険！発見！大迷路

いちにちこんちゅう（ふくべあきひろ）

ネコヅメのよる（町田尚子）

日本の神話古事記えほん

ゆきわたり（宮沢賢治）

はじめてのおとうさんはウルトラマン

アラジンとまほうのランプ（宮崎照代）

つばめこうくう

はちかづき（柳沢京子）

びじょとやじゅう（ボーモン婦人）

しあわせのおうじ（オスカー・ワイルド）

ねこざかなのたんじょうび（わたなべゆういち）

も・や・し～！（わたなべあや）

◎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

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 
かぐやひめ（上北ふたご） 

あかずきんたろう（きよたけいこ）

ねむりひめ（グリム） 

かえるのおうじ（グリム） 

ブレーメンのおんがくたい（グリム）

はじめてのずかん３００ おかわり
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希望荘（宮部みゆき）
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晩秋の陰画（山本一力）

ねこのおうち（柳美里）

いのち買うてくれ（好村兼一）

老いも病も受け入れよう（瀬戸内寂聴）

陽を翔

美を尽くして天命を待つ（林真理子）

★文庫文庫文庫文庫
説得（大泉実成）

あの日見た花の名前を僕

上・下（岡田麿里）

異国の影

死の舞い

八州探訪（佐伯泰英）

猫は剣客商売（高橋由太）

幽霊はお見通し（エミリー・ブライトウェル）
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ドナルド・トランプ奇跡を起こす１０倍思考

（平睦夫）

神社バイリンガルガイド（加藤健司）
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「日本スゴイ」のディストピア（早川タダノリ）
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田中角栄１００の言葉
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警察は本当に「動いてくれない」のか
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家と土地のことならこの１冊（石原豊昭）

頭がいい人、悪い人の老後習慣（保坂隆）

ブラック化する保育（大川えみる）

１８歳選挙権ガイドブック（川上和久）
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恐竜はホタルを見たか（大場裕一）

へんな生きものへんな生きざま（早川いくを）

もしもあの動物と暮らしたら！？（小管正夫）
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あなたのためなら死んでもいいわ（水沢都加佐）

色弱の子を持つすべての人へ（栗田正樹）

背骨から自律神経を整える（石垣英俊）
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戦車の戦う技術（木元寛明）

十勝の宝石由美ちゃん、ワイン造るの？

おしゃれが上達する大人服（石田純子）

働くお母さんの楽しみ方（西郷美穂子）

ひとりで着られる！

そうめん（満留

かくれんぼケーキ（下迫綾美）
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短時間で作れる！焼かないケーキ（森崎繭香）
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薬味の魔法（平尾由希）
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インコ（すずき莉萌）

これから始める
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金魚ノ歌（深堀隆介）

スヌーピーのひみつＡｔｏＺ

篆刻まるわかりハンドブック（河野隆）

かわいいやきもの（柏木麻里）

たどりつく力（フジコヘミング）

パワーアップ吹奏楽！サクソフォン（田中靖人）

ミュージカル史（小山内伸）

ハリー・ポッター魔法生物大図鑑

知識ゼロからのフルマラソン
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水泳のきれいなカラダをつくる（高橋雄介）

はじめてのキャンプツーリング

ＪOAオリンピック小事典

ステロイドがわかる本（宮坂信之）

あなたのためなら死んでもいいわ（水沢都加佐）

色弱の子を持つすべての人へ（栗田正樹）

背骨から自律神経を整える（石垣英俊）

黒澤英介ブルーインパルス写真集（黒澤英介）

戦車の戦う技術（木元寛明） 

十勝の宝石由美ちゃん、ワイン造るの？

おしゃれが上達する大人服（石田純子）

働くお母さんの楽しみ方（西郷美穂子）

ひとりで着られる！ゆかたはじめて

そうめん（満留邦子） 

かくれんぼケーキ（下迫綾美） 

糖質８０％オフのブランパンと、ブランのスイ

ーツ（村田裕子） 

短時間で作れる！焼かないケーキ（森崎繭香）

家族みんながうれしい冷めてもおいしい絶品お

かず（堤人美） 

薬味の魔法（平尾由希） 

新規農業参入の手続と農地所有適格法人

立・運営（田中康晃） 

インコ（すずき莉萌） 

これから始める人のための狩猟の教科書

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式

２０１６ 

金魚ノ歌（深堀隆介） 

スヌーピーのひみつＡｔｏＺ 

（チャールズ・Ｍ・シュルツ）

篆刻まるわかりハンドブック（河野隆）

かわいいやきもの（柏木麻里） 

たどりつく力（フジコヘミング）

パワーアップ吹奏楽！サクソフォン（田中靖人）

ミュージカル史（小山内伸） 

ハリー・ポッター魔法生物大図鑑

（ジョディ・レベンソン）

知識ゼロからのフルマラソン入門

サッカー通訳戦記（加部究） 

水泳のきれいなカラダをつくる（高橋雄介）

はじめてのキャンプツーリング 

オリンピック小事典 

ステロイドがわかる本（宮坂信之） 

あなたのためなら死んでもいいわ（水沢都加佐） 

色弱の子を持つすべての人へ（栗田正樹） 

背骨から自律神経を整える（石垣英俊） 

黒澤英介ブルーインパルス写真集（黒澤英介） 

十勝の宝石由美ちゃん、ワイン造るの？ 

（田辺由美） 

おしゃれが上達する大人服（石田純子） 

働くお母さんの楽しみ方（西郷美穂子） 

はじめてレッスン 

２０１６ 

 

糖質８０％オフのブランパンと、ブランのスイ

短時間で作れる！焼かないケーキ（森崎繭香） 

家族みんながうれしい冷めてもおいしい絶品お

新規農業参入の手続と農地所有適格法人の設

狩猟の教科書 

（東雲輝之） 

るるぶユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式

（チャールズ・Ｍ・シュルツ） 

篆刻まるわかりハンドブック（河野隆） 

 

たどりつく力（フジコヘミング） 

パワーアップ吹奏楽！サクソフォン（田中靖人） 

ハリー・ポッター魔法生物大図鑑 

（ジョディ・レベンソン） 

入門（小出義雄） 

水泳のきれいなカラダをつくる（高橋雄介） 

 


