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 ■場所：池田町立図書館
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 ■内容：絵本の読み聞かせ
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 ■受付：
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７月８日（
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■期間：７月１５日（土）～８月２０日（日）

de ビンゴ 

読書通帳に借りて読んだ

達成を目指します。

タ－認定証」をプレゼント

めると、素敵な景品がもらえます。

七夕お楽しみプレゼント

８月５日・６日に、浴衣・甚平を着てきてくれた方、もしくは星のモチ

ーフをお持ちの方にプレゼントがあります。

夏休みお楽しみ会を行います。絵本の読み聞かせと、夏の風物詩「風鈴」作

りです。ぜひご参加ください。

■場所：池田町立図書館

日時：７月２９日（土）１３時３０分～

■内容：絵本の読み聞かせ

     ペットボトルで風鈴作り

■定員：２４名（工作のみ）定員になり次第終了といたします。

■受付：７月１日より図書館カウンターまたは、電話で受け付けいたします。

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いたします。）

十勝東部４町図書館交流連携事業

☆「十勝読書会」のお知らせ☆

７月８日（土）１３時３０分から多目的室で読書会を行います。今回のテーマ

は『ゴリオ爺さん』バルザック
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「七夕お楽しみプレゼント」を行います。ぜひご参加ください。

■期間：７月１５日（土）～８月２０日（日）

読書通帳に借りて読んだ本を書いて、図書館クイズをクリアして

達成を目指します。ビンゴを達成すると、各館オリジナル

をプレゼント。さらに「図書館ハンター

めると、素敵な景品がもらえます。

七夕お楽しみプレゼント 

６日に、浴衣・甚平を着てきてくれた方、もしくは星のモチ

ーフをお持ちの方にプレゼントがあります。

夏休みお楽しみ会を行います。絵本の読み聞かせと、夏の風物詩「風鈴」作

りです。ぜひご参加ください。 

■場所：池田町立図書館 多目的室 

日時：７月２９日（土）１３時３０分～

■内容：絵本の読み聞かせ 

ペットボトルで風鈴作り 

２４名（工作のみ）定員になり次第終了といたします。

７月１日より図書館カウンターまたは、電話で受け付けいたします。

（低学年以下の児童は保護者の同伴をお願いいたします。）

十勝東部４町図書館交流連携事業

☆「十勝読書会」のお知らせ☆ 

土）１３時３０分から多目的室で読書会を行います。今回のテーマ
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います。

新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。

■日

■場

■入場料：無料

仄暗い図書館。揺らめく蝋燭の明

道出身の俳優伊藤哲哉さん

■日

■場

■演■演■演■演

■入場料：無料

 

土）１３時３０分から多目的室で読書会を行います。今回のテーマ

皆さんのご参加お待ちしております。 
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◆場所：一般図書新着本コーナー横

◆内容：

ＢＩＮＧＯＢＩＮＧＯＢＩＮＧＯＢＩＮＧＯ - 
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帯広市出身の講談師神田茜さんをお招きして「神田茜の七夕講談会」

います。どなたでも楽しめる「講談入門編」「

新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。

■日 時：８月５日（土）

■場 所：池田町立図書館

■入場料：無料 

仄暗い図書館。揺らめく蝋燭の明

道出身の俳優伊藤哲哉さん

■日 時：７月１６日（日）

■場 所：池田町立図書館

■演■演■演■演    目：平家物語異聞目：平家物語異聞目：平家物語異聞目：平家物語異聞

■入場料：無料  

十勝東部４町図書館交流連携事業
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◆場所：一般図書新着本コーナー横

◆内容：児童書児童書児童書児童書    和和和和絵本絵本絵本絵本

一般書一般書一般書一般書    夏は怪談夏は怪談夏は怪談夏は怪談

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
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新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。

時：８月５日（土） 開演１８時３０分

所：池田町立図書館 特設会場

仄暗い図書館。揺らめく蝋燭の明

道出身の俳優伊藤哲哉さんによる特別公演です。

１６日（日） 開演１８時３０分

所：池田町立図書館 特設会場

目：平家物語異聞目：平家物語異聞目：平家物語異聞目：平家物語異聞    耳なし芳一耳なし芳一耳なし芳一耳なし芳一

  ※会場内は暗くなりますのでご注意ください。
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◆場所：一般図書新着本コーナー横 

絵本絵本絵本絵本特集特集特集特集    落語・お江戸・

夏は怪談夏は怪談夏は怪談夏は怪談特集特集特集特集    ちょっと涼しく冷や汗じっとり

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        「
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出身の講談師神田茜さんをお招きして「神田茜の七夕講談会」

どなたでも楽しめる「講談入門編」「子ども向け

新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。

開演１８時３０分  

特設会場 

仄暗い図書館。揺らめく蝋燭の明かり。夏の夜に行われる語り琵琶

による特別公演です。 

開演１８時３０分 

特設会場    

耳なし芳一耳なし芳一耳なし芳一耳なし芳一    

※会場内は暗くなりますのでご注意ください。
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 カウンター後 

落語・お江戸・忍者等々

ちょっと涼しく冷や汗じっとり

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 森絵都
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神田茜の七夕講談会神田茜の七夕講談会神田茜の七夕講談会神田茜の七夕講談会    

出身の講談師神田茜さんをお招きして「神田茜の七夕講談会」

子ども向け講談」「オリジナル

新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。

 

かり。夏の夜に行われる語り琵琶

 

 

※会場内は暗くなりますのでご注意ください。

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 

１０日（月）、 

２４日（月）、３１日（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）

 

忍者等々 cool Japan

ちょっと涼しく冷や汗じっとりホラー本

司書のイチオシ本を紹介します。

森絵都さん 原田マハ

情報情報情報情報 - SPECIAL

- INFORMATION 

- INFORMATION 

出身の講談師神田茜さんをお招きして「神田茜の七夕講談会」を行

講談」「オリジナル

新作講談」の３席各２０分を予定しています。また、講談終了後にはサイン

会と書籍販売を行います。たくさんのご来場お待ちしております。 

かり。夏の夜に行われる語り琵琶。北海

※会場内は暗くなりますのでご注意ください。 

、３１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）    

Japan！ 

ホラー本    

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

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

すばこ（キム

ねこのたまたま（倉本美津留）

ばあばは、だいじょうぶ（楠章子）

ゆいちゃんのりぼんむすび（きたがわめぐみ）

ノラネコぐんだんあいうえお（工藤ノリコ）

このあいだになにがあった？（佐藤雅彦）

アランの歯はでっかいぞ

ぼくのつくりかた（たけうちちひろ）

つかまるわけないだろ！（ティモシー

耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ

冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ（原裕朗）

ヤモップさん、ぴたっとかいけつ！（松山円香）

これあな（みやにしたつや）

干したから…（森枝卓士）

ららちゃんとちゅうしゃ（渡辺智子）

ねことさかなとなみぼうず（わたなべゆういち）

チキン！（いとうみく）

くろねこのどん（岡野かおる子）

なにがあってもずっといっしょ（くさのたき）

ぼくたちのリアル（戸森しるこ）

   

★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

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

すばこ（キム・ファン）

ねこのたまたま（倉本美津留）

ばあばは、だいじょうぶ（楠章子）

ゆいちゃんのりぼんむすび（きたがわめぐみ）

ノラネコぐんだんあいうえお（工藤ノリコ）

このあいだになにがあった？（佐藤雅彦）

アランの歯はでっかいぞ

つくりかた（たけうちちひろ）

つかまるわけないだろ！（ティモシー

耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ

冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ（原裕朗）

ヤモップさん、ぴたっとかいけつ！（松山円香）

これあな（みやにしたつや）

干したから…（森枝卓士）

ららちゃんとちゅうしゃ（渡辺智子）

ねことさかなとなみぼうず（わたなべゆういち）

チキン！（いとうみく）

くろねこのどん（岡野かおる子）

なにがあってもずっといっしょ（くさのたき）

ぼくたちのリアル（戸森しるこ）

※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

ファン） 

ねこのたまたま（倉本美津留） 

ばあばは、だいじょうぶ（楠章子）

ゆいちゃんのりぼんむすび（きたがわめぐみ）

ノラネコぐんだんあいうえお（工藤ノリコ）

このあいだになにがあった？（佐藤雅彦）

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ（ジャーヴィス）

つくりかた（たけうちちひろ）

つかまるわけないだろ！（ティモシー・

耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ

（ナンシー・チャーニン）

冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ（原裕朗）

ヤモップさん、ぴたっとかいけつ！（松山円香）

これあな（みやにしたつや） 

干したから…（森枝卓士） 

ららちゃんとちゅうしゃ（渡辺智子）

ねことさかなとなみぼうず（わたなべゆういち）

チキン！（いとうみく） 

くろねこのどん（岡野かおる子） 

なにがあってもずっといっしょ（くさのたき）

ぼくたちのリアル（戸森しるこ） 

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 

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書

ばあばは、だいじょうぶ（楠章子） 

ゆいちゃんのりぼんむすび（きたがわめぐみ） 

ノラネコぐんだんあいうえお（工藤ノリコ） 

このあいだになにがあった？（佐藤雅彦） 

こわーいぞ（ジャーヴィス） 

つくりかた（たけうちちひろ） 

・ナップマン） 

耳の聞こえないメジャーリーガーウィリアム・ホイ 

（ナンシー・チャーニン） 

冒険！発見！大迷路魔法使いと魔人のランプ（原裕朗） 

ヤモップさん、ぴたっとかいけつ！（松山円香） 

ららちゃんとちゅうしゃ（渡辺智子） 

ねことさかなとなみぼうず（わたなべゆういち） 

 

なにがあってもずっといっしょ（くさのたき） 

 
★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）

◎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

雨ふる本屋とうずまき天気（日向理恵子）

フラダン（古内一絵）

名探偵コナンから紅の恋歌（青山剛昌）

空にむかってともだち宣言（茂木ちあき

アーサー王の世界

ホイッパーウィル川の伝説（キャシー

霧のなかの白い犬（アン

円周率の謎を追う（鳴海風）

１０代のための仕事図鑑（大泉書店編集部）

ドラえもん社会ワールド地図のひみつ

月はぼくらの宇宙港（佐伯和人）

ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッ

スン（厚木彩）

孤道（内田康夫）

ラブ・ミー・テンダー

かがみの孤城（辻村深月）

宿命と真実の炎（貫井徳郎）

暗手（馳星周）

僕が殺した人と僕を殺した人（東山彰良）

劇場（又吉直樹）

BUTTER（柚木麻子）

優しき悪霊（輪渡颯介）

ご本、出しときますね？（

きみは赤ちゃん（川上未映子）

（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「青青青青」です」です」です」です

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

雨ふる本屋とうずまき天気（日向理恵子）

フラダン（古内一絵） 

名探偵コナンから紅の恋歌（青山剛昌）

かってともだち宣言（茂木ちあき

アーサー王の世界 ２（斉藤洋）

ホイッパーウィル川の伝説（キャシー

霧のなかの白い犬（アン・ブース）

円周率の謎を追う（鳴海風）

１０代のための仕事図鑑（大泉書店編集部）

ドラえもん社会ワールド地図のひみつ

月はぼくらの宇宙港（佐伯和人）

ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッ

スン（厚木彩） 

孤道（内田康夫） 

ラブ・ミー・テンダー（小路幸也）

かがみの孤城（辻村深月） 

宿命と真実の炎（貫井徳郎）

暗手（馳星周） 

僕が殺した人と僕を殺した人（東山彰良）

劇場（又吉直樹） 

（柚木麻子） 

優しき悪霊（輪渡颯介） 

ご本、出しときますね？（BS

きみは赤ちゃん（川上未映子）

」です」です」です」です。。。。    

雨ふる本屋とうずまき天気（日向理恵子）

名探偵コナンから紅の恋歌（青山剛昌） 

かってともだち宣言（茂木ちあき）

２（斉藤洋） 

ホイッパーウィル川の伝説（キャシー・アッペルト）

ブース） 

円周率の謎を追う（鳴海風） 

１０代のための仕事図鑑（大泉書店編集部）

ドラえもん社会ワールド地図のひみつ 

（藤子・F・不二雄）

月はぼくらの宇宙港（佐伯和人） 

ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッ

（小路幸也） 

 

宿命と真実の炎（貫井徳郎） 

僕が殺した人と僕を殺した人（東山彰良）

BSジャパン） 

きみは赤ちゃん（川上未映子） 

★その他その他その他その他 

 

アッペルト） 

１０代のための仕事図鑑（大泉書店編集部） 

・不二雄） 

ジュニアのためのバレエ上達パーフェクトレッ

僕が殺した人と僕を殺した人（東山彰良） 

 

学校図書館のアイデア

図説アイルランドの歴史（山本正）

誰が世界戦争を始めるのか（日高義樹）

トランプは中国の膨張を許さない！（古森義久）

これ一冊でぜんぶわかる！年金のしくみとも

らい方 

これだけは知って

本と常識（吉田秀子）

怒らないですむ子育て（水島広子）

犬が来る病院（大塚敦子）

子宮内膜症（百枝幹雄）

発酵文化人類学（小倉ヒラク）

おばあちゃまのチュニックワンピースベスト

おとぎ話のクロスステッチ

丸ごと野菜の使い切り作りおきレシピ

ボケない片づけ（高橋和子）

ヨチヨチ父（ヨシタケシンスケ）

草地と語る（佐々木章晴）

マンガでわかる歌舞伎（漆沢その子）

剣道の新しい教科書（高瀬英治）

世界をもてなす語学ボランティア入門（イーオン）

マジ文章書けないんだけど（前田安正）

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） 

学校図書館のアイデア＆テクニック（秋田倫子）

図説アイルランドの歴史（山本正）

誰が世界戦争を始めるのか（日高義樹）

トランプは中国の膨張を許さない！（古森義久）

これ一冊でぜんぶわかる！年金のしくみとも

 2017～2018

これだけは知っておきたい「労働基準法」の基

本と常識（吉田秀子）

怒らないですむ子育て（水島広子）

犬が来る病院（大塚敦子）

子宮内膜症（百枝幹雄）

発酵文化人類学（小倉ヒラク）

おばあちゃまのチュニックワンピースベスト

おとぎ話のクロスステッチ

（ヴェロニク

丸ごと野菜の使い切り作りおきレシピ

ボケない片づけ（高橋和子）

ヨチヨチ父（ヨシタケシンスケ）

草地と語る（佐々木章晴）

マンガでわかる歌舞伎（漆沢その子）

剣道の新しい教科書（高瀬英治）

世界をもてなす語学ボランティア入門（イーオン）

マジ文章書けないんだけど（前田安正）

 

＆テクニック（秋田倫子）

図説アイルランドの歴史（山本正） 

誰が世界戦争を始めるのか（日高義樹）

トランプは中国の膨張を許さない！（古森義久）

これ一冊でぜんぶわかる！年金のしくみとも

2018年版 

（小林労務管理事務所

おきたい「労働基準法」の基

本と常識（吉田秀子） 

怒らないですむ子育て（水島広子） 

犬が来る病院（大塚敦子） 

子宮内膜症（百枝幹雄） 

発酵文化人類学（小倉ヒラク） 

おばあちゃまのチュニックワンピースベスト

おとぎ話のクロスステッチ from Paris

（ヴェロニク・アンジャンジェ）

丸ごと野菜の使い切り作りおきレシピ

（上島亜紀）

ボケない片づけ（高橋和子） 

ヨチヨチ父（ヨシタケシンスケ） 

草地と語る（佐々木章晴） 

マンガでわかる歌舞伎（漆沢その子）

剣道の新しい教科書（高瀬英治） 

世界をもてなす語学ボランティア入門（イーオン）

マジ文章書けないんだけど（前田安正）

＆テクニック（秋田倫子） 

 

誰が世界戦争を始めるのか（日高義樹） 

トランプは中国の膨張を許さない！（古森義久） 

これ一冊でぜんぶわかる！年金のしくみとも

（小林労務管理事務所） 

おきたい「労働基準法」の基

 

おばあちゃまのチュニックワンピースベスト 

from Paris 

アンジャンジェ） 

丸ごと野菜の使い切り作りおきレシピ 220

（上島亜紀） 

マンガでわかる歌舞伎（漆沢その子） 

世界をもてなす語学ボランティア入門（イーオン） 

マジ文章書けないんだけど（前田安正） 


