
 現在図書館で購入している新聞は６

は１人１冊まで３日以内そ

ナーにあります。ぜひ、ご利用ください。

 

北海道新聞

十勝毎日新聞

朝日新聞

読売新聞

毎日新聞

日本経済新聞

 

  

 池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

を募集して

き、ボランティア保険の加入手続き

活動内容は下記の区分を予定しています。

 ■書架整理（図書の配架や、書架の整理整頓）

 ■ブックボランティア（図書の装備や修理）

 ■イベントボランティア（イベントの企画・運営）

  ※詳しくは図書館職員までお尋ねください。

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

 

現在図書館で購入している新聞は６

は１人１冊まで３日以内そ

ナーにあります。ぜひ、ご利用ください。

新聞 

北海道新聞 日経トレンディ

十勝毎日新聞 クーヨン

新聞 ＥＳＳＥ

読売新聞 現代農業

毎日新聞 ハルメク

日本経済新聞 ダ･

サライ

文藝春秋

財界さっぽろ

プレジデント

池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

を募集しています。ボランティアを希望される方は

ボランティア保険の加入手続き

内容は下記の区分を予定しています。

■書架整理（図書の配架や、書架の整理整頓）

■ブックボランティア（図書の装備や修理）

■イベントボランティア（イベントの企画・運営）

※詳しくは図書館職員までお尋ねください。

第２第２第２第２８３８３８３８３

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
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        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）

 

新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介

ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中

現在図書館で購入している新聞は６

は１人１冊まで３日以内その他は２週間以内

ナーにあります。ぜひ、ご利用ください。

日経トレンディ 

クーヨン 

ＥＳＳＥ 

現代農業 

ハルメク 

･ヴィンチ 

サライ 

文藝春秋 

財界さっぽろ 

プレジデント 

池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

ボランティアを希望される方は

ボランティア保険の加入手続き（図書館負担）

内容は下記の区分を予定しています。

■書架整理（図書の配架や、書架の整理整頓）

■ブックボランティア（図書の装備や修理）

■イベントボランティア（イベントの企画・運営）

※詳しくは図書館職員までお尋ねください。

８３８３８３８３号号号号  平成平成平成平成

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
    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）

新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介

ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中

現在図書館で購入している新聞は６紙、雑誌は３０

の他は２週間以内の貸し出し

ナーにあります。ぜひ、ご利用ください。 

雑誌 

すてきにハンドメイド

きょうの料理 

きょうの健康 

趣味の園芸 

天然生活 

北海道じゃらん

メンズクラブ 

ＭＯＲＥ 

Ｎｅｗｔｏｎ 

日経パソコン 

池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

ボランティアを希望される方は申込用紙に記入していただ

（図書館負担）後活動することになります。

内容は下記の区分を予定しています。 

■書架整理（図書の配架や、書架の整理整頓） 

■ブックボランティア（図書の装備や修理） 

■イベントボランティア（イベントの企画・運営）

※詳しくは図書館職員までお尋ねください。 

平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年 ６６６６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
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）

新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介新聞・雑誌の紹介    

ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中ボランティア募集中    

- 

は３０誌あります。新着雑誌

の貸し出しです。新聞雑誌コー

すてきにハンドメイド ＧＬＯＷ 

オレンジページ

クロワッサン

婦人公論 

暮らしの手帖

北海道じゃらん ウカタマ 

かぞくのじかん

スロウ 

 住まいの設計

 non-no 

池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

申込用紙に記入していただ

後活動することになります。

■イベントボランティア（イベントの企画・運営） 

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
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 

- VOLUNTEER 

新着雑誌

です。新聞雑誌コー

 図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

です

蔵書冊数

 

 

 

 

 

 

貸出人数

 

 

 

 

 

オレンジページ 

クロワッサン 

 

暮らしの手帖 

 

かぞくのじかん 

住まいの設計 

 

池田町立図書館では、図書館を起点として活動する「図書館ボランティア」

申込用紙に記入していただ

後活動することになります。

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：

一般書

35,195

34,497

町民

10,331

10,972

 

INFORMATION -  

VOLUNTEER - 

図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

です。 

蔵書冊数        

貸出人数        

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    雨の絵本雨の絵本雨の絵本雨の絵本

児童書児童書児童書児童書 お口の健康お口の健康お口の健康お口の健康

一般書一般書一般書一般書    歴史歴史歴史歴史

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

２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計

一般書 児童書

35,195 17,956

34,497 17,892

町民 広域 

10,331 293

10,972 211

図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

             

          

定 休定 休定 休定 休 日日日日         
  
資料整理日資料整理日資料整理日資料整理日  

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 

雨の絵本雨の絵本雨の絵本雨の絵本特集特集特集特集 童謡「あめふり」の「じゃのめ」とは傘の事！

お口の健康お口の健康お口の健康お口の健康特特特特集集集集    

歴史歴史歴史歴史特集特集特集特集    日本の歴史を再発見

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

２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計

児童書 合計（冊） 

17,956 53,151 

17,892 52,389 

 合計（人） 

293 10,624 

211 11,183 

図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

     貸出冊数 ＤＶＤ閲覧を含む

     相互貸借 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

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日

 ５５５５日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１２日（月）、１９１２日（月）、１９１２日（月）、１９１２日（月）、１９

 ２２２２６６６６日（月）日（月）日（月）日（月） 
 １日（木）、１日（木）、１日（木）、１日（木）、２３日（金）２３日（金）２３日（金）２３日（金）

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）

 一般図書新着本コーナー横

童謡「あめふり」の「じゃのめ」とは傘の事！

    絵本に児童書、保護者向けまで！

日本の歴史を再発見☆ヒストリー！

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おすすめ本コーナー    司書のイチオシ本を紹介します。

「井上荒野さん 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

２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計２８年度図書館利用統計    

町民 

34,198 

35,360 

回数 冊数

100 

163 

 

図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

ＤＶＤ閲覧を含む

自館にない資料を他の

借りて利用できるサービス

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日 ６６６６月月月月 

１２日（月）、１９１２日（月）、１９１２日（月）、１９１２日（月）、１９日（月日（月日（月日（月

２３日（金）２３日（金）２３日（金）２３日（金） 

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）

一般図書新着本コーナー横 カウンター後

童謡「あめふり」の「じゃのめ」とは傘の事！

、保護者向けまで！

☆ヒストリー！ 

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 

町外 合計（冊）

1,218 35,416

1,012 36,372

冊数 

379 

526 

図書館利用状況をご報告いたします。表は上段が２８年度、下段が２７年度

ＤＶＤ閲覧を含む 

自館にない資料を他の 

借りて利用できるサービス 

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 

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）    

カウンター後 

童謡「あめふり」の「じゃのめ」とは傘の事！ 

、保護者向けまで！ 

 

司書のイチオシ本を紹介します。 

原田マハさん」 

PECIAL - 

INFORMATION -  

合計（冊） 

35,416 

36,372 



★絵本★絵本★絵本★絵本

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書

※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

単位がわかるグラムのえほん

へんたこせんちょうとくらげのおうさ

ま（いとうひろし）

わたしとあそんで

なまけてなんかない！（品川裕香）

いたずらこねこ（バーナディン

アームストロング（トーベン

えじえじえじじえ（佐藤可士和）

フワフワ

わすれもの（豊福まきこ）

きょうはパーティーのひ（樋勝朋巳）

こねこのぴっち（ハンス

やったね！きつねくん

もうすぐぼくは（まさきつかね）

イースターハッピーふっかつの日

妖精のあんパン（斉藤栄

こうえんのおばけずかん（斉藤洋）

文豪ノ怪談

呪（小泉八雲）

お願い！

   

★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

※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク※新作テープの色は「ピンク」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 

単位がわかるグラムのえほん

んたこせんちょうとくらげのおうさ

ま（いとうひろし） 

わたしとあそんで 

（マリー・ホール

なまけてなんかない！（品川裕香）

いたずらこねこ（バーナディン

アームストロング（トーベン

えじえじえじじえ（佐藤可士和）

フワフワ（おおなり修司）

わすれもの（豊福まきこ）

きょうはパーティーのひ（樋勝朋巳）

こねこのぴっち（ハンス・

やったね！きつねくん 

（クラウディア

もうすぐぼくは（まさきつかね）

イースターハッピーふっかつの日

（ますだゆうこ）

妖精のあんパン（斉藤栄

こうえんのおばけずかん（斉藤洋）

怪談ジュニア・セレクション

呪（小泉八雲） 

！フェアリー♡ １８（みずのまい）

※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。

」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 

単位がわかるグラムのえほん 

んたこせんちょうとくらげのおうさ

ホール・エッツ） 

なまけてなんかない！（品川裕香） 

いたずらこねこ（バーナディン・クック） 

アームストロング（トーベン・クールマン） 

えじえじえじじえ（佐藤可士和） 

（おおなり修司） 

わすれもの（豊福まきこ） 

きょうはパーティーのひ（樋勝朋巳） 

・フィッシャー） 

 

（クラウディア・ボルト） 

もうすぐぼくは（まさきつかね） 

イースターハッピーふっかつの日！

（ますだゆうこ） 

妖精のあんパン（斉藤栄美） 

こうえんのおばけずかん（斉藤洋） 

ジュニア・セレクション 

１８（みずのまい） 

です。です。です。です。 

 
★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
 

 

 

 

 

 

 

 

 

知ろう！学ぼう！障害のこと

感じて見よう！はじめてであう日本美

術 １～３（佐野みどり）

小学生のサッカー上達ＢＯＯＫ

（三菱養和

小学生の野球上達ＢＯＯＫ（小笠原春夫）

栗山魂（栗山英樹）

はじめての水泳（阿部高明）

存在者金子兜太（金子兜太）

機長、事件です！（秋吉理香子）

貘の耳たぶ（芦沢央）

星へ行く船（新井素子）

通りすがりのレ

カレンダー・ガール（新井素子）

逆恨みのネメシス（新井素子）

そして、星へ行く船（新井素子）

錆びた太陽（恩田陸）

心霊探偵八雲 

やめるときも、すこやかなるときも

か「」く「」し「」ご「」と「（住野よる）

優しい水（日明恩）

犬の報酬（堂場瞬

ひとめぼれ（畠中恵）

 

（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「ピンクピンクピンクピンク

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

知ろう！学ぼう！障害のこと

感じて見よう！はじめてであう日本美

１～３（佐野みどり） 

小学生のサッカー上達ＢＯＯＫ

養和サッカースクール）

小学生の野球上達ＢＯＯＫ（小笠原春夫）

栗山魂（栗山英樹） 

はじめての水泳（阿部高明）

存在者金子兜太（金子兜太）

機長、事件です！（秋吉理香子）

の耳たぶ（芦沢央） 

星へ行く船（新井素子） 

通りすがりのレイディ（新井素子）

カレンダー・ガール（新井素子）

シス（新井素子）

そして、星へ行く船（新井素子）

錆びた太陽（恩田陸） 

 １０（神永学）

やめるときも、すこやかなるときも

（窪美澄）

か「」く「」し「」ご「」と「（住野よる）

優しい水（日明恩） 

犬の報酬（堂場瞬一） 

ひとめぼれ（畠中恵） 

★文庫文庫文庫文庫

ピンクピンクピンクピンク」です」です」です」です。。。。    

★その他その他その他その他

知ろう！学ぼう！障害のこと １～７ 

感じて見よう！はじめてであう日本美

小学生のサッカー上達ＢＯＯＫ 

サッカースクール） 

小学生の野球上達ＢＯＯＫ（小笠原春夫） 

はじめての水泳（阿部高明） 

存在者金子兜太（金子兜太） 

機長、事件です！（秋吉理香子） 

ディ（新井素子） 

カレンダー・ガール（新井素子） 

シス（新井素子） 

そして、星へ行く船（新井素子） 

１０（神永学） 

やめるときも、すこやかなるときも 

（窪美澄） 

か「」く「」し「」ご「」と「（住野よる） 

炎の転校生

若冲（沢田瞳子）

愚者の連鎖（堂場瞬

凍る炎（堂場瞬

潜る女（堂場瞬

素敵な日本人（東野圭吾）

さらば愛しき魔法使い（東川篤哉）

マチネの終わりに（平野啓一郎）

草花たちの静かな誓い（宮本輝）

大合格（中田

るるぶ北欧

るるぶオーストラリア

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本

どうなってるんだろう？子どもの法律

市民とともに歩み続けるコミュニテ

ィ・スクール（春日市教育委員会）

疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい

健康診断が楽しみになる！血糖値を自

分でらくらく下げる本（片山隆司）

健康診断が楽しみになる！血圧を自分

でらくらく下げる本（小橋隆一郎）

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）

炎の転校生 １～７（島本和彦）

若冲（沢田瞳子） 

愚者の連鎖（堂場瞬

凍る炎（堂場瞬一）

潜る女（堂場瞬一）

素敵な日本人（東野圭吾）

さらば愛しき魔法使い（東川篤哉）

マチネの終わりに（平野啓一郎）

草花たちの静かな誓い（宮本輝）

大合格（中田敦彦）

るるぶ北欧 ２０１７

るるぶオーストラリア

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本

どうなってるんだろう？子どもの法律

市民とともに歩み続けるコミュニテ

ィ・スクール（春日市教育委員会）

疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい

健康診断が楽しみになる！血糖値を自

分でらくらく下げる本（片山隆司）

健康診断が楽しみになる！血圧を自分

でらくらく下げる本（小橋隆一郎）

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

１～７（島本和彦） 

 

愚者の連鎖（堂場瞬一） 

一） 

一） 

素敵な日本人（東野圭吾） 

さらば愛しき魔法使い（東川篤哉）

マチネの終わりに（平野啓一郎） 

草花たちの静かな誓い（宮本輝） 

敦彦） 

２０１７ 

るるぶオーストラリア ２０１７ 

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本

（斎藤健一郎）

どうなってるんだろう？子どもの法律

（山下敏雅）

市民とともに歩み続けるコミュニテ

ィ・スクール（春日市教育委員会）

疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい

（寺林陽介）

健康診断が楽しみになる！血糖値を自

分でらくらく下げる本（片山隆司）

健康診断が楽しみになる！血圧を自分

でらくらく下げる本（小橋隆一郎）

健康診断が楽しみになる！尿酸値を自

分でらくらく下げる本（谷口敦夫）

「終活」としての在宅医療（太田秀樹）

はじめてのわたしチャンネルＹｏｕＴ

ｕｂｅ（Ｔｏｓｈｉ）

別冊暮しの手帖

ブラパン１００（ワコール）

つまみ細工（桜居せいこ）

骨格診断と髪質診断で見つけるもっと

似合う髪型の法則（森本のり子）

人気ダヴェルナが教えるワインに合う

旨いおつまみ（今井寿）

きちんとおいしく作れる漬け物

絶対おいしいキャンプごはん

きょうだいの育て方（小崎恭弘）

祖父母手帳（森戸やすみ）

家庭でできるおいしいブルーベリー栽

培１２か月（荻原

図解よくわかるブドウ栽培（小林和司）

はじめての北の家庭菜園（大宮あゆみ）

キャスターという仕事（国谷裕子）

インドアボルダ

生死を分ける、山の遭難回避術

「会話力」で相手を圧倒する大人のカ

タカナ語大全（話題の達人倶楽部）

 

さらば愛しき魔法使い（東川篤哉） 

 

 

 

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本

（斎藤健一郎） 

どうなってるんだろう？子どもの法律

（山下敏雅） 

市民とともに歩み続けるコミュニテ

ィ・スクール（春日市教育委員会） 

疲れをとりたきゃ腎臓をもみなさい

（寺林陽介） 

健康診断が楽しみになる！血糖値を自

分でらくらく下げる本（片山隆司） 

健康診断が楽しみになる！血圧を自分

でらくらく下げる本（小橋隆一郎） 

健康診断が楽しみになる！尿酸値を自

分でらくらく下げる本（谷口敦夫）

「終活」としての在宅医療（太田秀樹）

はじめてのわたしチャンネルＹｏｕＴ

ｕｂｅ（Ｔｏｓｈｉ） 

別冊暮しの手帖 

ブラパン１００（ワコール）

つまみ細工（桜居せいこ）

骨格診断と髪質診断で見つけるもっと

似合う髪型の法則（森本のり子）

人気ダヴェルナが教えるワインに合う

旨いおつまみ（今井寿） 

きちんとおいしく作れる漬け物

（舘野真知子）

絶対おいしいキャンプごはん

（ワタナベマキ）

きょうだいの育て方（小崎恭弘）

祖父母手帳（森戸やすみ）

できるおいしいブルーベリー栽

培１２か月（荻原勲） 

図解よくわかるブドウ栽培（小林和司）

はじめての北の家庭菜園（大宮あゆみ）

キャスターという仕事（国谷裕子）

インドアボルダリングＢＯＯＫ

生死を分ける、山の遭難回避術

（羽根田治）

「会話力」で相手を圧倒する大人のカ

タカナ語大全（話題の達人倶楽部）

健康診断が楽しみになる！尿酸値を自

分でらくらく下げる本（谷口敦夫） 

「終活」としての在宅医療（太田秀樹） 

はじめてのわたしチャンネルＹｏｕＴ

ブラパン１００（ワコール） 

つまみ細工（桜居せいこ） 

骨格診断と髪質診断で見つけるもっと

似合う髪型の法則（森本のり子） 

人気ダヴェルナが教えるワインに合う

 

きちんとおいしく作れる漬け物 

（舘野真知子） 

絶対おいしいキャンプごはん 

（ワタナベマキ） 

きょうだいの育て方（小崎恭弘） 

祖父母手帳（森戸やすみ） 

できるおいしいブルーベリー栽

図解よくわかるブドウ栽培（小林和司） 

はじめての北の家庭菜園（大宮あゆみ） 

キャスターという仕事（国谷裕子） 

リングＢＯＯＫ 

生死を分ける、山の遭難回避術 

（羽根田治） 

「会話力」で相手を圧倒する大人のカ

タカナ語大全（話題の達人倶楽部） 


