
 十勝東部４町の図書館が合同で「４

参加ください。

 ▼期間：～８月２０日（日）

 ▼内容：ビンゴカードに書かれたテーマの本を読み、

     

【七夕お楽しみプレゼント】
 浴衣もしくは甚平を着て

参された方に夏っぽいストラップ

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。
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開館時間開館時間開館時間開館時間

 

 小説家としても活躍されている、

招きして「神田茜の七夕講談会」を行います。どなたでも

楽しめる演目

後にはサイン会と書籍の販売を行います。

   

   

     

     

十勝東部４町の図書館が合同で「４

参加ください。 

▼期間：～８月２０日（日）

▼内容：ビンゴカードに書かれたテーマの本を読み、

ビンゴを目指します。図書館クイズに挑戦したり、他の図書館で

本を借りると埋まるビンゴのマスもあります。ビンゴを達成する

と、各館オリジナル「図書館ハンター認定証」をプレゼント。さ

らに４枚（４町分）集めると特製缶バッジもプレゼント。

     今年の夏は、他の町の図書館に行って本を借りてみましょう。

【七夕お楽しみプレゼント】
浴衣もしくは甚平を着て

参された方に夏っぽいストラップ

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。
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小説家としても活躍されている、

きして「神田茜の七夕講談会」を行います。どなたでも

楽しめる演目３席各２０分を予定しています。講談終了

後にはサイン会と書籍の販売を行います。

 ▼日時：８月５日（土）

  ▼場所：池田町立図書館

  ▼演目：講談入門編

       子ども向け講談

       オリジナル新作講談

十勝東部４町の図書館が合同で「４

▼期間：～８月２０日（日） 

▼内容：ビンゴカードに書かれたテーマの本を読み、

ビンゴを目指します。図書館クイズに挑戦したり、他の図書館で

本を借りると埋まるビンゴのマスもあります。ビンゴを達成する

と、各館オリジナル「図書館ハンター認定証」をプレゼント。さ

らに４枚（４町分）集めると特製缶バッジもプレゼント。

今年の夏は、他の町の図書館に行って本を借りてみましょう。
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浴衣もしくは甚平を着て来館され

参された方に夏っぽいストラップをプレゼントいたします。期間中は図

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。
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小説家としても活躍されている、

きして「神田茜の七夕講談会」を行います。どなたでも

３席各２０分を予定しています。講談終了

後にはサイン会と書籍の販売を行います。

▼日時：８月５日（土）  

▼場所：池田町立図書館 

▼演目：講談入門編 

子ども向け講談 

オリジナル新作講談

十勝東部４町の図書館が合同で「４de ビンゴ」を行っています。ぜひご

▼内容：ビンゴカードに書かれたテーマの本を読み、

ビンゴを目指します。図書館クイズに挑戦したり、他の図書館で

本を借りると埋まるビンゴのマスもあります。ビンゴを達成する

と、各館オリジナル「図書館ハンター認定証」をプレゼント。さ

らに４枚（４町分）集めると特製缶バッジもプレゼント。

今年の夏は、他の町の図書館に行って本を借りてみましょう。

来館された方、または星モチーフの何かを持

をプレゼントいたします。期間中は図

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。
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小説家としても活躍されている、講談師神田茜さんをお

きして「神田茜の七夕講談会」を行います。どなたでも

３席各２０分を予定しています。講談終了

後にはサイン会と書籍の販売を行います。 

  開演１８時３０分

 特設会場 

オリジナル新作講談 

ビンゴ」を行っています。ぜひご

▼内容：ビンゴカードに書かれたテーマの本を読み、読書通帳に記入して

ビンゴを目指します。図書館クイズに挑戦したり、他の図書館で

本を借りると埋まるビンゴのマスもあります。ビンゴを達成する

と、各館オリジナル「図書館ハンター認定証」をプレゼント。さ

らに４枚（４町分）集めると特製缶バッジもプレゼント。

今年の夏は、他の町の図書館に行って本を借りてみましょう。

た方、または星モチーフの何かを持

をプレゼントいたします。期間中は図

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。
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講談師神田茜さんをお

きして「神田茜の七夕講談会」を行います。どなたでも

３席各２０分を予定しています。講談終了 

開演１８時３０分 

ビンゴ」を行っています。ぜひご

読書通帳に記入して

ビンゴを目指します。図書館クイズに挑戦したり、他の図書館で

本を借りると埋まるビンゴのマスもあります。ビンゴを達成する

と、各館オリジナル「図書館ハンター認定証」をプレゼント。さ

らに４枚（４町分）集めると特製缶バッジもプレゼント。 

今年の夏は、他の町の図書館に行って本を借りてみましょう。 

 ９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や

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。

 ▼日程：９月１６日（土）～１８日（月）

     

 ▼冊数：雑誌のみ１人

     

 図書館では毎年、読書感想文を募集しています。

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９

し応募いただいた方に配布いたします。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。

また、

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。

 ▼対

 ▼募集期間：８月１日～９月３０日

た方、または星モチーフの何かを持

をプレゼントいたします。期間中は図

書館職員も浴衣でお出迎えいたしますので、ぜひお越しください。 
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◆場所：

◆内容：

EVENT -  

EVENT -  

９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や

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。

▼日程：９月１６日（土）～１８日（月）

     ※１８日（月）は祝日の為開館しております。

▼冊数：雑誌のみ１人

     ※本は無制限とします。

図書館では毎年、読書感想文を募集しています。

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９

応募いただいた方に配布いたします。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。

また、図書館では「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書を購入し

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。

▼対  象：池田町に住む小学生・中学生

▼募集期間：８月１日～９月３０日
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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    夏の夏の夏の夏の

一般書一般書一般書一般書    海の海の海の海の
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本・雑誌本・雑誌本・雑誌本・雑誌

９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や

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。

▼日程：９月１６日（土）～１８日（月）

※１８日（月）は祝日の為開館しております。

▼冊数：雑誌のみ１人 1 日１０冊まで

は無制限とします。

図書館では毎年、読書感想文を募集しています。

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９

応募いただいた方に配布いたします。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。

図書館では「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書を購入し

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。

象：池田町に住む小学生・中学生

▼募集期間：８月１日～９月３０日

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
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一般図書新着本コーナー横 

夏の夏の夏の夏の絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集 海にスイカに花火！夏盛りだくさん絵本

海の海の海の海の本本本本特集特集特集特集    地球の表面約７１％をしめる塩気を含んだ水

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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読書感想文募集中読書感想文募集中読書感想文募集中読書感想文募集中

９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や

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。

▼日程：９月１６日（土）～１８日（月） 

※１８日（月）は祝日の為開館しております。

１０冊まで 

は無制限とします。 

図書館では毎年、読書感想文を募集しています。

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９

応募いただいた方に配布いたします。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。

「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書を購入し

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。

象：池田町に住む小学生・中学生 

▼募集期間：８月１日～９月３０日 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日
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 ２８２８２８２８日（月）日（月）日（月）日（月） 
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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）

 カウンター後

海にスイカに花火！夏盛りだくさん絵本

地球の表面約７１％をしめる塩気を含んだ水

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

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
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読書感想文募集中読書感想文募集中読書感想文募集中読書感想文募集中    

９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や

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。 

※１８日（月）は祝日の為開館しております。 

図書館では毎年、読書感想文を募集しています。 

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９

応募いただいた方に配布いたします。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。 

「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書を購入し

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日 ８８８８月月月月 

１４日（月）、２１１４日（月）、２１１４日（月）、２１１４日（月）、２１日（月日（月日（月日（月
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カウンター後 

海にスイカに花火！夏盛りだくさん絵本

地球の表面約７１％をしめる塩気を含んだ水

司書のイチオシ本を紹介します。

森絵都さん 中村文則
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- INFORMATION 

９月１６日（土）～１８日（月）の３日間、図書館で不要となった本や雑誌

 

皆さんの書いた感想文すべてを文集『池田町子どもの読書第３９号』に掲載

応募いただいた方に配布いたします。学校を通じて詳しい募集案内をいたし

「青少年読書感想文全国コンクール」の課題図書を購入し

ています。読書感想文を書く際など、本を選ぶときの参考にしてみて下さい。 

日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、 
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海にスイカに花火！夏盛りだくさん絵本 

地球の表面約７１％をしめる塩気を含んだ水 

司書のイチオシ本を紹介します。 

中村文則さん」 
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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「黄色※新作テープの色は「黄色※新作テープの色は「黄色※新作テープの色は「黄色

 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの
 

★その他★その他★その他★その他

ちゅうちゅうたこかいな（新井洋行）

ばけばけばけばけばけたくん

べの巻（岩田明子）

絵本江戸のまち（太田大輔）

あこがれのチュチュ（カトウシンジ）

お化けのおもてなし（川端誠）

おたすけこびとのにちようび（なかがわちひろ）

いろいろはっぱ（小寺卓矢）

ぼくのイスなのに！（ロス

ようかいりょうりばんづけ（沢野秋文）

子どもつなひき騒動（宝井琴調）

そらまめくんのはらっぱあそび（なかやみわ）

だじゃれ世界一周（長谷川義史）

いちにちじごく（ふくべあきひろ）

そーっとそーっとひらいてみよう

ポケットモンスターサン＆ムーンポケモ

ン全国大図鑑

うさぎのがくそうや（道野真菜）

つまんないつまんない（ヨシタケシンスケ）

絵で読む日本の古典

はじめての百人一首（吉海直人）

ピンクのドラゴンをさがしています

おばけやさん

キキとジジ（角野栄子）

ジャンケンの神さま（くすの

オムレツ屋のベビードレス（西村友里）

給食室の日曜日（村上しいこ）

家庭でマスター！中学生のスマホ免許（遠藤美季）

家庭でマスター！小学生のスマホ免許（遠藤美季）

  １ 

★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「黄色※新作テープの色は「黄色※新作テープの色は「黄色※新作テープの色は「黄色」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 

★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） 

ちゅうちゅうたこかいな（新井洋行）

ばけばけばけばけばけたくん

べの巻（岩田明子） 

絵本江戸のまち（太田大輔）

あこがれのチュチュ（カトウシンジ）

お化けのおもてなし（川端誠）

おたすけこびとのにちようび（なかがわちひろ）

いろいろはっぱ（小寺卓矢）

ぼくのイスなのに！（ロス

ようかいりょうりばんづけ（沢野秋文）

子どもつなひき騒動（宝井琴調）

そらまめくんのはらっぱあそび（なかやみわ）

だじゃれ世界一周（長谷川義史）

いちにちじごく（ふくべあきひろ）

そーっとそーっとひらいてみよう

（ニック

ポケットモンスターサン＆ムーンポケモ

ン全国大図鑑 

うさぎのがくそうや（道野真菜）

つまんないつまんない（ヨシタケシンスケ）

絵で読む日本の古典 １～５（田近洵一）

はじめての百人一首（吉海直人）

ピンクのドラゴンをさがしています

（あんびるやすこ）

おばけやさん ７（おかべりか）

キキとジジ（角野栄子） 

ジャンケンの神さま（くすの

オムレツ屋のベビードレス（西村友里）

給食室の日曜日（村上しいこ）

家庭でマスター！中学生のスマホ免許（遠藤美季）

家庭でマスター！小学生のスマホ免許（遠藤美季）

※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 

 

ちゅうちゅうたこかいな（新井洋行） 

ばけばけばけばけばけたくん ばけくら

絵本江戸のまち（太田大輔） 

あこがれのチュチュ（カトウシンジ） 

お化けのおもてなし（川端誠） 

おたすけこびとのにちようび（なかがわちひろ）

いろいろはっぱ（小寺卓矢） 

ぼくのイスなのに！（ロス・コリンズ） 

ようかいりょうりばんづけ（沢野秋文） 

子どもつなひき騒動（宝井琴調） 

そらまめくんのはらっぱあそび（なかやみわ） 

だじゃれ世界一周（長谷川義史） 

いちにちじごく（ふくべあきひろ） 

そーっとそーっとひらいてみよう 

（ニック・ブロムリー）

ポケットモンスターサン＆ムーンポケモ

うさぎのがくそうや（道野真菜） 

つまんないつまんない（ヨシタケシンスケ） 

１～５（田近洵一）

はじめての百人一首（吉海直人） 

ピンクのドラゴンをさがしています 

（あんびるやすこ）

７（おかべりか） 

 

ジャンケンの神さま（くすのきしげのり）

オムレツ屋のベビードレス（西村友里） 

給食室の日曜日（村上しいこ） 

家庭でマスター！中学生のスマホ免許（遠藤美季） 

家庭でマスター！小学生のスマホ免許（遠藤美季） 

 

ばけくら

おたすけこびとのにちようび（なかがわちひろ） 

 

ブロムリー） 

ポケットモンスターサン＆ムーンポケモ

新聞を作ってみよう！（古舘綾子）

新聞ってなに？（古舘綾子）

新聞を読んでみよう！（古舘綾子）

こども菜根譚（斎

日本を変えた世界の歴史

こども君主論（斎藤孝）

よくわかる消防・救急（坂口隆夫）

今こそ知りたい！三権分立

キャリア教育に活きる！仕事ファイル

よくわかる薬物依存（阿部和穂）

都道府県別日本の伝統文化

こども孫子の兵法（斎

小学生のかっこいい！！自由研究

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん

地球の超絶現象最驚図鑑（武田康男）

わくわく微生物ワールド

ざんねんないきもの事典

どうぶつのからだこれ、なあに？

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本

はたらくじどう車しごととつくり

１５分でカフェごはん

１ねんきせつのこうさくあそび

音楽をもっと好きになる本

きょうから体育が好きになる！

オリンピック・パラリンピック大百科

 １～７（日本オリンピックアカデミー）

はじめての釣り（上地優歩）

読書感想文の書き方

 

 

 

 

 

 

新聞を作ってみよう！（古舘綾子）

新聞ってなに？（古舘綾子） 

新聞を読んでみよう！（古舘綾子）

こども菜根譚（斎藤孝） 

日本を変えた世界の歴史 古代～中世

（藤子・

こども君主論（斎藤孝） 

よくわかる消防・救急（坂口隆夫）

今こそ知りたい！三権分立 １～３

（こどもくらぶ）

キャリア教育に活きる！仕事ファイル

１～７（小峰書店編集

よくわかる薬物依存（阿部和穂）

都道府県別日本の伝統文化 １～６

（国土社編集部）

こども孫子の兵法（斎藤孝） 

小学生のかっこいい！！自由研究

（成美堂出版編集部）

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん

（成美堂出版編集部）

地球の超絶現象最驚図鑑（武田康男）

わくわく微生物ワールド １～３（細矢剛

ざんねんないきもの事典 続（今泉忠明）

どうぶつのからだこれ、なあに？

（今泉忠明）

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本

１～３（近藤とも子）

はたらくじどう車しごととつくり

（小峰書店編集部）

１５分でカフェごはん 春夏秋冬（しらいしやすこ）

１ねんきせつのこうさくあそび 

（まるばやしさわこ）

音楽をもっと好きになる本 １～４（松下奈緒）

きょうから体育が好きになる！

（下山真二）

オリンピック・パラリンピック大百科

１～７（日本オリンピックアカデミー）

はじめての釣り（上地優歩） 

読書感想文の書き方 低学年・中学年・高学年

★文庫文庫文庫文庫

◎一般書◎一般書◎一般書◎一般書
 

★その他その他その他その他

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語

新聞を作ってみよう！（古舘綾子） 

新聞を読んでみよう！（古舘綾子） 

古代～中世 

（藤子・F・不二雄） 

よくわかる消防・救急（坂口隆夫） 

１～３ 

（こどもくらぶ） 

キャリア教育に活きる！仕事ファイル  

（小峰書店編集部） 

よくわかる薬物依存（阿部和穂） 

１～６ 

（国土社編集部） 

小学生のかっこいい！！自由研究 

（成美堂出版編集部） 

ワクワク！かわいい！自由研究大じてん

（成美堂出版編集部） 

地球の超絶現象最驚図鑑（武田康男） 

１～３（細矢剛） 

続（今泉忠明） 

どうぶつのからだこれ、なあに？ １～７

（今泉忠明） 

保健室で見る早寝・早起き・朝ごはんの本 

１～３（近藤とも子） 

はたらくじどう車しごととつくり １～６

（小峰書店編集部） 

春夏秋冬（しらいしやすこ） 

 

（まるばやしさわこ） 

１～４（松下奈緒） 

きょうから体育が好きになる！ １～５

（下山真二） 

オリンピック・パラリンピック大百科 

１～７（日本オリンピックアカデミー） 

低学年・中学年・高学年 

アキラとあきら（池井戸潤）

少年

打ち上げ花火、下から見るか？横から見る

か？（

真夜中のパン屋さん

２２年目の告白（浜口倫太郎）

湊かなえ

７番街の殺人（赤川次郎）

星の子（今村夏子）

クジャクを愛した容疑者（大倉祟裕）

敵の名は、宮本武蔵（木下昌輝）

変幻（今野敏）

アンカー（今野敏）

猫の傀儡（西條奈加）

じごくゆきっ（桜庭一樹）

会津執権の栄誉

月の満ち欠け（佐藤正午）

東京カウガール（小路幸也）

風とにわか雨と花（小路幸也）

世界のすべてのさよ

ドクター・デスの遺産（中山七里）

潮騒はるか（葉室麟）

アノニム（原田マハ）

探偵さえいなければ（東川篤哉）

パーマネント神喜劇（万城目学）

満月の泥枕（道尾秀介）

あとは野となれ大和撫子（宮内悠介）

おんな城主直虎

ジョン・マン

美女は飽きない（林真理子）

ポストデジタル時代の公共図書館（植村八潮）

町を歩いて本のなかへ（南

臨床心理士の仕事図鑑（植田健太）

まんぷく十勝

 

文庫文庫文庫文庫    

◎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「

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）

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

アキラとあきら（池井戸潤）

少年Nのいない世界 

打ち上げ花火、下から見るか？横から見る

か？（岩井俊二） 

真夜中のパン屋さん 

２２年目の告白（浜口倫太郎）

湊かなえ読本 

７番街の殺人（赤川次郎）

星の子（今村夏子） 

クジャクを愛した容疑者（大倉祟裕）

敵の名は、宮本武蔵（木下昌輝）

変幻（今野敏） 

アンカー（今野敏） 

猫の傀儡（西條奈加）

じごくゆきっ（桜庭一樹）

会津執権の栄誉(佐藤厳太郎

月の満ち欠け（佐藤正午）

東京カウガール（小路幸也）

風とにわか雨と花（小路幸也）

世界のすべてのさよなら（白岩玄）

ドクター・デスの遺産（中山七里）

潮騒はるか（葉室麟）

アノニム（原田マハ）

探偵さえいなければ（東川篤哉）

パーマネント神喜劇（万城目学）

満月の泥枕（道尾秀介）

あとは野となれ大和撫子（宮内悠介）

おんな城主直虎 ３（森下佳子）

ジョン・マン ６（山本一力）

美女は飽きない（林真理子）

ポストデジタル時代の公共図書館（植村八潮）

町を歩いて本のなかへ（南

臨床心理士の仕事図鑑（植田健太）

まんぷく十勝 ２０１７～２０１８

※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「黄色黄色黄色黄色」です」です」です」です

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

アキラとあきら（池井戸潤） 

 ０２（石川宏千花）

打ち上げ花火、下から見るか？横から見る

 ６（大沼紀子） 

２２年目の告白（浜口倫太郎） 

７番街の殺人（赤川次郎） 

 

クジャクを愛した容疑者（大倉祟裕） 

敵の名は、宮本武蔵（木下昌輝） 

 

猫の傀儡（西條奈加） 

じごくゆきっ（桜庭一樹） 

佐藤厳太郎) 

月の満ち欠け（佐藤正午） 

東京カウガール（小路幸也） 

風とにわか雨と花（小路幸也） 

なら（白岩玄） 

ドクター・デスの遺産（中山七里） 

潮騒はるか（葉室麟） 

アノニム（原田マハ） 

探偵さえいなければ（東川篤哉） 

パーマネント神喜劇（万城目学） 

満月の泥枕（道尾秀介） 

あとは野となれ大和撫子（宮内悠介） 

３（森下佳子） 

６（山本一力） 

美女は飽きない（林真理子） 

ポストデジタル時代の公共図書館（植村八潮）

町を歩いて本のなかへ（南陀楼綾繁） 

臨床心理士の仕事図鑑（植田健太） 

２０１７～２０１８ 

」です」です」です」です。。。。    

０２（石川宏千花） 

打ち上げ花火、下から見るか？横から見る

 

ブラタモリ

図解でよくわかる地政学のきほん（荒巻豊志）

日本人のための平和論

図解いちばんよくわかる最新個人情報保

護法（辻畑泰喬）

図解でわかる！ビジネスマナー（三上ナナエ）

裸足で逃げる（上間陽子）

子どもと性必読２５問タジタジ親になら

ないために（村瀬幸浩）

「考え、議論する道徳」を実現する！

身近な疑問がスッキリわかる理系の知識

肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい

よくわかるみんなの救急（坂本哲也）

認知症いま本当に知りたいこと１０１

お薬事典 
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