
 ５月の工作イベントは、大人の方も楽しめるタイル工作です。１
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 いつもよりたくさんのシールを貼ることができます。

 図書館では、著作権法で認められている範囲内で、資料の一部をコピーする

ことが出来ます。カウンターに「複写申込書」がございますので、必要事項を

ご記入ください。

込資料のコピーはできません

皆様の負担になります。

 ご不明な点があれば図書館職員に

  ▼

  ▽カラー

  ▼サイズ

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

 

５月の工作イベントは、大人の方も楽しめるタイル工作です。１

さのタイルを使って約１０

加ください。 

▼場 所：池田町立図書館

▽日 時：５月２０日（土）

１３時３０分～１６時３０分

▼内 容：絵本の読み聞かせ

     モザイクタイルコースター作り

▽定 員：２４名（工作のみ）

定員になり次第終了といたします。

▼対 象：全年齢対象（低学年以下の児童は保護者の同伴をお願いします。）

▽受 付：５月２日より図書館カウンターまたは、電話で受付いたします。

月２０日は、「みんなで作ろう！モザイクアート！」の

いつもよりたくさんのシールを貼ることができます。

図書館では、著作権法で認められている範囲内で、資料の一部をコピーする

ことが出来ます。カウンターに「複写申込書」がございますので、必要事項を

ご記入ください。複写できるのは池田町立図書館の資料のみとなります。お持

込資料のコピーはできません

皆様の負担になります。

ご不明な点があれば図書館職員に

▼モノクロ １枚１０円

▽カラー  １枚５０円

▼サイズ  A３まで
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コピー複写サービスコピー複写サービスコピー複写サービスコピー複写サービス

５月の工作イベントは、大人の方も楽しめるタイル工作です。１

さのタイルを使って約１０cm×１０cm

所：池田町立図書館 多目的室

時：５月２０日（土）  

１３時３０分～１６時３０分

容：絵本の読み聞かせ 

モザイクタイルコースター作り

員：２４名（工作のみ） 

定員になり次第終了といたします。

象：全年齢対象（低学年以下の児童は保護者の同伴をお願いします。）

日より図書館カウンターまたは、電話で受付いたします。

、「みんなで作ろう！モザイクアート！」の

いつもよりたくさんのシールを貼ることができます。

図書館では、著作権法で認められている範囲内で、資料の一部をコピーする

ことが出来ます。カウンターに「複写申込書」がございますので、必要事項を

複写できるのは池田町立図書館の資料のみとなります。お持

込資料のコピーはできません。また、コピー代金は、利用者の

皆様の負担になります。 

ご不明な点があれば図書館職員にお尋ねください。
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象：全年齢対象（低学年以下の児童は保護者の同伴をお願いします。） 

日より図書館カウンターまたは、電話で受付いたします。 

DAYDAYDAYDAY☆ 

図書館では、著作権法で認められている範囲内で、資料の一部をコピーする

ことが出来ます。カウンターに「複写申込書」がございますので、必要事項を

複写できるのは池田町立図書館の資料のみとなります。お持

 年に１度、本の状態と棚の配列の

日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、教育委員会前の返却ポスト

をご利用ください。

▼休館期間：５月２６日（金）～６月１日（木）

 ５月１３

「『空気の研究』

自立した個へ。

 ▼日

 ▽場

 ▼主

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
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）

◆場所：児童書新着本コーナー隣

◆内容：

EVENT -  

INFORMATION -  

年に１度、本の状態と棚の配列の

日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、教育委員会前の返却ポスト

をご利用ください。

▼休館期間：５月２６日（金）～６月１日（木）

５月１３日（土）１３時３０分から「読書会」を行います。今回のテーマは

「『空気の研究』山本七平著、その関連本を読み、「空気・世間」の呪縛を解き、

自立した個へ。」です。皆さんのご参加

▼日 時：５月１３日（土）

▽場 所：池田町立図書館

▼主 催：十勝読書クラブ

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 

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）

◆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    おでかけおでかけおでかけおでかけ

児童書児童書児童書児童書 仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集

一般書一般書一般書一般書    母の日母の日母の日母の日

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

蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ

年に１度、本の状態と棚の配列の

日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、教育委員会前の返却ポスト

をご利用ください。 

▼休館期間：５月２６日（金）～６月１日（木）

）１３時３０分から「読書会」を行います。今回のテーマは

山本七平著、その関連本を読み、「空気・世間」の呪縛を解き、

です。皆さんのご参加

時：５月１３日（土） １３時３０分～

所：池田町立図書館 多目的室

催：十勝読書クラブ 

定 休定 休定 休定 休 日日日日        １１１１

  
蔵 書 点蔵 書 点蔵 書 点蔵 書 点 検検検検 

ＥメールＥメールＥメールＥメール    ::::    tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda
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）    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）

◆場所：児童書新着本コーナー隣 

おでかけおでかけおでかけおでかけ絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集

仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集仕掛け絵本特集    

母の日母の日母の日母の日特集特集特集特集    ありがとう！

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

蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ

読書会のお知らせ読書会のお知らせ読書会のお知らせ読書会のお知らせ

年に１度、本の状態と棚の配列の確認・整理する蔵書点検のため、下記の７

休館中の本の返却は図書館入口の返却ポストか、教育委員会前の返却ポスト

▼休館期間：５月２６日（金）～６月１日（木）

）１３時３０分から「読書会」を行います。今回のテーマは

山本七平著、その関連本を読み、「空気・世間」の呪縛を解き、

です。皆さんのご参加をお待ちしています。

１３時３０分～ 

多目的室 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日

１１１１日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、８日（月）、１５８日（月）、１５８日（月）、１５８日（月）、１５

 ２２２２２２２２日（月）日（月）日（月）日（月） 
 ２６２６２６２６日（金）日（金）日（金）日（金）～６月１日（木）～６月１日（木）～６月１日（木）～６月１日（木）
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 一般図書新着本コーナー横

絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集 公園！動物園！遊園地！ピクニック！

    飛び出したり！動いたり！壊れやすい！

ありがとう！大好き！カーネーション！

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。

「乃南アサさん 浅田次郎

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

蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ蔵書点検期間のお知らせ    

読書会のお知らせ読書会のお知らせ読書会のお知らせ読書会のお知らせ    

確認・整理する蔵書点検のため、下記の７

休館中の本の返却は図書館入口の返却ポストか、教育委員会前の返却ポスト

▼休館期間：５月２６日（金）～６月１日（木） 

）１３時３０分から「読書会」を行います。今回のテーマは

山本七平著、その関連本を読み、「空気・世間」の呪縛を解き、

お待ちしています。 
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一般図書新着本コーナー横 カウンター後

公園！動物園！遊園地！ピクニック！

飛び出したり！動いたり！壊れやすい！

大好き！カーネーション！

司書のイチオシ本を紹介します。

浅田次郎さん 原田マハ

情報情報情報情報 - SPECIAL

- INFORMATION 

- INFORMATION 

確認・整理する蔵書点検のため、下記の７

休館中の本の返却は図書館入口の返却ポストか、教育委員会前の返却ポスト

）１３時３０分から「読書会」を行います。今回のテーマは

山本七平著、その関連本を読み、「空気・世間」の呪縛を解き、

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 
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カウンター後 

公園！動物園！遊園地！ピクニック！ 

飛び出したり！動いたり！壊れやすい！ 

大好き！カーネーション！ 

司書のイチオシ本を紹介します。 

原田マハさん」 

PECIAL - 

INFORMATION -  

INFORMATION -  



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書
本の順序は本の順序は本の順序は本の順序は

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

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

雲をつかむはなし（あべ弘士）

おばけとおでかけ（新井洋行）

ゆうかんな３びきとこわいこわいかいぶ

つ（スティーブ

たべてみたい！（いしいひろし）

キツネとぶどう（イソップ）

映画きかんしゃトーマス走れ！世界のな

かまたち（ウィルバート

ひげひげわたりひげ（酒巻恵）

ぼくとばく（鈴木のりたけ）

単位がわかるリットルのえほん

重力って…（ジェイソン

きょうおひさまがでなかったら（塚本やすし）

だれかな？だれかな？（とよたかずひこ）

しょうぎのくにのだいぼうけん（中倉彰子）

マロンちゃんカレーつくってみよう！

したじきくんとなかまたち（二宮由紀子）

おしゃかさま（本間正樹）

きゅうきゅうばこ（やまだまこと）

おはよう、はたらくくるまたち

（ジェリー

仮名手本忠臣蔵（石崎洋司）

魔法の庭の宝石のたまご（あんびるやすこ）

水の森の秘密（岡田淳）

春待つ夜の雪舞台（斉藤洋）

悪ガキ 7

おしりたんていかいとう

都会のトム＆ソーヤ

DAYS 

 

   

★絵本★絵本★絵本★絵本・紙芝居・紙芝居・紙芝居・紙芝居 

◎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

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～わ順です。です。です。です。

※新作テープの色は「灰色※新作テープの色は「灰色※新作テープの色は「灰色※新作テープの色は「灰色」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

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

雲をつかむはなし（あべ弘士）

おばけとおでかけ（新井洋行）

ゆうかんな３びきとこわいこわいかいぶ

つ（スティーブ・アントニー）

たべてみたい！（いしいひろし）

キツネとぶどう（イソップ）

映画きかんしゃトーマス走れ！世界のな

かまたち（ウィルバート・

ひげひげわたりひげ（酒巻恵）

ぼくとばく（鈴木のりたけ）

単位がわかるリットルのえほん

重力って…（ジェイソン・

きょうおひさまがでなかったら（塚本やすし）

だれかな？だれかな？（とよたかずひこ）

しょうぎのくにのだいぼうけん（中倉彰子）

マロンちゃんカレーつくってみよう！

したじきくんとなかまたち（二宮由紀子）

おしゃかさま（本間正樹）

きゅうきゅうばこ（やまだまこと）

おはよう、はたらくくるまたち

（ジェリー・ダスキー

仮名手本忠臣蔵（石崎洋司）

魔法の庭の宝石のたまご（あんびるやすこ）

水の森の秘密（岡田淳） 

待つ夜の雪舞台（斉藤洋）

7（宗田理） 

おしりたんていかいとう VS

都会のトム＆ソーヤ １４下（はやみねかおる）

 １（安田剛士） 

※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、、、、 

です。です。です。です。 

」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 

雲をつかむはなし（あべ弘士） 

おばけとおでかけ（新井洋行） 

ゆうかんな３びきとこわいこわいかいぶ

アントニー） 

たべてみたい！（いしいひろし） 

キツネとぶどう（イソップ） 

映画きかんしゃトーマス走れ！世界のな

・オードリー） 

ひげひげわたりひげ（酒巻恵） 

ぼくとばく（鈴木のりたけ） 

単位がわかるリットルのえほん 

・チン） 

きょうおひさまがでなかったら（塚本やすし） 

だれかな？だれかな？（とよたかずひこ）

しょうぎのくにのだいぼうけん（中倉彰子） 

マロンちゃんカレーつくってみよう！ 

（西村敏雄）

したじきくんとなかまたち（二宮由紀子）

おしゃかさま（本間正樹） 

きゅうきゅうばこ（やまだまこと） 

おはよう、はたらくくるまたち 

ダスキー・リンカー）

仮名手本忠臣蔵（石崎洋司） 

魔法の庭の宝石のたまご（あんびるやすこ） 

 

待つ夜の雪舞台（斉藤洋） 

VS たんてい（トロル） 

１４下（はやみねかおる） 

 

 

★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）

◎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

 

 

 

 

 

真景累ヶ淵（金原瑞人）

おくのほそ道（那須田淳）

ファンタスティック・ビーストと魔法使い

の旅（J.K.ローリング）

名探偵シャーロック・ホームズ

モアナと伝説の海

フェラルズ ２（ジェイコブ

怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）

少女探偵アガサ

（サー・スティヴ

辞書びきえほん世界地図（陰山英男）

中学一冊目の参考書（船登惟希）

ドラえもん科学ワールド南極の不思議

ぜんぶわかる１１８元素図鑑

スギの絵本（正木隆）

ブナの絵本（大久保達弘）

ケヤキの絵本（横井秀一）

講談社の動く図鑑

昆虫・は虫類・両生類・鳥・動物

大接近！工場見学

すがたをかえるたべものしゃしんえほん

１３・１４（宮崎祥子）

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる

２・３（小野寺佑紀）

まんがの描き方入門

はじめての英語新辞典（吉田晴世）

 

 

不発弾（相場英雄）

人間じゃない（綾辻行人）

SCS 上・下（五十嵐貴久）

救急病院（石原慎太郎）

大人の流儀 ７（伊集院静）

 

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

※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 

真景累ヶ淵（金原瑞人） 

おくのほそ道（那須田淳） 

ファンタスティック・ビーストと魔法使い

ローリング） 

名探偵シャーロック・ホームズ 

（コナン・ドイル）

モアナと伝説の海 

２（ジェイコブ・グレイ）

怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン）

少女探偵アガサ ２ 

スティヴ・スティーヴンソン）

辞書びきえほん世界地図（陰山英男）

中学一冊目の参考書（船登惟希）

ドラえもん科学ワールド南極の不思議

（藤子・F

ぜんぶわかる１１８元素図鑑 

（子供の科学編集部）

スギの絵本（正木隆） 

ブナの絵本（大久保達弘） 

ケヤキの絵本（横井秀一） 

講談社の動く図鑑 MOVE 恐竜・植物・

昆虫・は虫類・両生類・鳥・動物

（小林快次

大接近！工場見学 １～５（高山リョウ）

すがたをかえるたべものしゃしんえほん

（宮崎祥子） 

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる

２・３（小野寺佑紀） 

まんがの描き方入門 １～３（日本マンガ塾）

はじめての英語新辞典（吉田晴世）

不発弾（相場英雄） 

人間じゃない（綾辻行人） 

上・下（五十嵐貴久） 

救急病院（石原慎太郎） 

７（伊集院静） 

★文庫文庫文庫文庫

※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「灰色灰色灰色灰色」です」です」です」です。。。。    
★

ファンタスティック・ビーストと魔法使い

 

（コナン・ドイル） 

グレイ） 

怪盗アルセーヌ・ルパン（モーリス・ルブラン） 

スティーヴンソン） 

辞書びきえほん世界地図（陰山英男） 

中学一冊目の参考書（船登惟希） 

ドラえもん科学ワールド南極の不思議 

F・不二雄） 

（子供の科学編集部） 

恐竜・植物・

昆虫・は虫類・両生類・鳥・動物 

小林快次 他） 

１～５（高山リョウ） 

すがたをかえるたべものしゃしんえほん 

なぜ？どうして？ペットのなぞにせまる 

１～３（日本マンガ塾） 

はじめての英語新辞典（吉田晴世） 

物件探偵（乾くるみ）

なかなか暮れない夏の夕暮れ（江國香織）

老いてわかった！人生の恵

終りなき夜に生

浮雲心霊奇譚

この嘘がばれないうちに（川口俊和）

果鋭（黒川博行）

回帰（今野敏）

それでもこの世は悪くなかった（佐藤愛子）

紙のピアノ（新堂冬樹）

自生の夢（飛浩隆）

秋山善吉工務店（中山七里）

立川忍びより（仁木英之）

風のかたみ（葉室麟）

我らがパラダイス（林真理子）

下衆の極み（林真理子）

青い服の女（平岩弓枝）

バラ色の未来（真山仁）

ワインガールズ（松山三四六）

カウントダウン（真梨幸子）

騎士団長殺し

出会いなおし（森絵都）

おんな城主直虎

ガーディアン（薬丸岳）

合理的にあり得ない（柚月

８６－エイティシックスー（安里アサト）

小説ひるね姫（神山健治）

心霊探偵八雲（神永学）

水鏡推理

ビブリア古書堂の事件手帖

スマホ世代のためのパソコン入門（村松

こころの匙加減（高橋幸枝）

どんな時でも人は笑顔になれる（渡辺和子）

イラストで読むギリシア神話の神々

 

文庫文庫文庫文庫    

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）

物件探偵（乾くるみ）

なかなか暮れない夏の夕暮れ（江國香織）

老いてわかった！人生の恵

りなき夜に生れつく（恩田陸）

浮雲心霊奇譚 ３（神永学）

この嘘がばれないうちに（川口俊和）

果鋭（黒川博行） 

回帰（今野敏） 

それでもこの世は悪くなかった（佐藤愛子）

紙のピアノ（新堂冬樹）

自生の夢（飛浩隆） 

秋山善吉工務店（中山七里）

立川忍びより（仁木英之）

風のかたみ（葉室麟）

我らがパラダイス（林真理子）

下衆の極み（林真理子）

青い服の女（平岩弓枝）

バラ色の未来（真山仁）

ワインガールズ（松山三四六）

カウントダウン（真梨幸子）

騎士団長殺し １・２（村上春樹）

出会いなおし（森絵都）

おんな城主直虎 ２（森下佳子）

ガーディアン（薬丸岳）

合理的にあり得ない（柚月

８６－エイティシックスー（安里アサト）

小説ひるね姫（神山健治）

心霊探偵八雲（神永学）

水鏡推理 ６（松岡圭祐）

ビブリア古書堂の事件手帖

スマホ世代のためのパソコン入門（村松

こころの匙加減（高橋幸枝）

どんな時でも人は笑顔になれる（渡辺和子）

イラストで読むギリシア神話の神々

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

物件探偵（乾くるみ） 

なかなか暮れない夏の夕暮れ（江國香織）

老いてわかった！人生の恵み（沖藤典子）

れつく（恩田陸） 

３（神永学） 

この嘘がばれないうちに（川口俊和） 

それでもこの世は悪くなかった（佐藤愛子）

紙のピアノ（新堂冬樹） 

 

秋山善吉工務店（中山七里） 

立川忍びより（仁木英之） 

風のかたみ（葉室麟） 

我らがパラダイス（林真理子） 

下衆の極み（林真理子） 

青い服の女（平岩弓枝） 

バラ色の未来（真山仁） 

ワインガールズ（松山三四六） 

カウントダウン（真梨幸子） 

１・２（村上春樹） 

出会いなおし（森絵都） 

２（森下佳子） 

ガーディアン（薬丸岳） 

合理的にあり得ない（柚月裕子） 

８６－エイティシックスー（安里アサト）

小説ひるね姫（神山健治） 

心霊探偵八雲（神永学） 

６（松岡圭祐） 

ビブリア古書堂の事件手帖 ７（三上延）

スマホ世代のためのパソコン入門（村松茂）

こころの匙加減（高橋幸枝） 

どんな時でも人は笑顔になれる（渡辺和子）

イラストで読むギリシア神話の神々 

（杉全美帆子）

なかなか暮れない夏の夕暮れ（江國香織） 

（沖藤典子） 

 

それでもこの世は悪くなかった（佐藤愛子） 

８６－エイティシックスー（安里アサト） 

７（三上延） 

日本仏教のあゆみ（竹村牧男）

土偶のリアル（誉田亜紀子）

黒島の女たち

皇室がなくなる日（笠原英彦）

ママ、死にたいなら死んでもいいよ

父と私（田中真紀子）

旅ボン 大阪編（ボンボヤージュ）

女子の給料＆職業図鑑（給料

尾木ママ小学一年生（尾木直樹）

折形（内野敏子）

「空気」の研究（山本七平）

モノの見方が１８０度変わる化

「薬のやめ方」事典（浜六

がんで余命ゼロと言われた私の死なない

食事（神尾哲男）

「がん」になるってどんなこと？（林和彦）

やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事

メニュー１２２（中村育子）

子供自転車スタート

砂糖の社会史（マーク

３つの法則で選ぶおいしいワイン（遠藤誠）

刺しゅう日和

いちばんやさしい

はじめての裂き織りレッスン（箕輪直子）

はじめてでもおいしく作れる魚料理

簡単！絶品！キャンプの

クックパッドのおいしい厳選！作りおき

弁当（クックパッド株式会社）

きちんとかんたん離乳食（中村美穂

北海道ジンギスカン四方山話（北野麦酒）

くらべてわかる木の葉っぱ（林将之）

これから始めてみたい人のための楽しく

打てる麻雀入門（青木さや）

色の名前事典５０７（福田邦夫）

何がちがう？どう

語（佐々木瑞枝）

中国語で PERAPERA

茂） 

どんな時でも人は笑顔になれる（渡辺和子） 

（杉全美帆子） 

日本仏教のあゆみ（竹村牧男）

リアル（誉田亜紀子）

黒島の女たち（城戸久枝） 

皇室がなくなる日（笠原英彦）

ママ、死にたいなら死んでもいいよ

（岸田ひろ実）

父と私（田中真紀子） 

大阪編（ボンボヤージュ）

女子の給料＆職業図鑑（給料

尾木ママ小学一年生（尾木直樹）

折形（内野敏子） 

「空気」の研究（山本七平）

モノの見方が１８０度変わる化

「薬のやめ方」事典（浜六郎）

がんで余命ゼロと言われた私の死なない

食事（神尾哲男） 

「がん」になるってどんなこと？（林和彦）

やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事

メニュー１２２（中村育子）

子供自転車スタート BOOK

砂糖の社会史（マーク・アロンソン）

３つの法則で選ぶおいしいワイン（遠藤誠）

日和 

いちばんやさしい！組ひも（多田牧子）

はじめての裂き織りレッスン（箕輪直子）

はじめてでもおいしく作れる魚料理

簡単！絶品！キャンプのつまみ料理

クックパッドのおいしい厳選！作りおき

弁当（クックパッド株式会社）

きちんとかんたん離乳食（中村美穂

北海道ジンギスカン四方山話（北野麦酒）

くらべてわかる木の葉っぱ（林将之）

これから始めてみたい人のための楽しく

打てる麻雀入門（青木さや）

色の名前事典５０７（福田邦夫）

何がちがう？どうちがう？似ている日本

語（佐々木瑞枝） 

PERAPERA北海道

日本仏教のあゆみ（竹村牧男） 

リアル（誉田亜紀子） 

 

皇室がなくなる日（笠原英彦） 

ママ、死にたいなら死んでもいいよ 

（岸田ひろ実） 

大阪編（ボンボヤージュ） 

女子の給料＆職業図鑑（給料 BANK） 

尾木ママ小学一年生（尾木直樹） 

「空気」の研究（山本七平） 

モノの見方が１８０度変わる化学（斎藤勝裕） 

郎） 

がんで余命ゼロと言われた私の死なない

「がん」になるってどんなこと？（林和彦）

やわらかく、飲み込みやすい高齢者の食事

メニュー１２２（中村育子） 

BOOK 

アロンソン） 

３つの法則で選ぶおいしいワイン（遠藤誠） 

ひも（多田牧子） 

はじめての裂き織りレッスン（箕輪直子） 

はじめてでもおいしく作れる魚料理 

（笠原将弘） 

つまみ料理 

クックパッドのおいしい厳選！作りおき

弁当（クックパッド株式会社） 

きちんとかんたん離乳食（中村美穂） 

北海道ジンギスカン四方山話（北野麦酒） 

くらべてわかる木の葉っぱ（林将之） 

これから始めてみたい人のための楽しく

打てる麻雀入門（青木さや） 

色の名前事典５０７（福田邦夫） 

ちがう？似ている日本

北海道 


