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図書館休館日 7 月

としょかんだより
としょかんだより

定 休 日

２日（月）
、９日（月）
、１７日（火）
、
、９日（月）
、１７日（火）
２３日（月）
２３日（月）、３０日（月）
日（月）、３０日（月）

池田町立図書館（指定管理者
池田町立図書館（指定管理者:
（指定管理者:株式会社ドリームワーク）
株式会社ドリームワーク）西１条１丁目地先
ドリームワーク）西１条１丁目地先
℡:５７２－６００６ ＦＡＸ:
ＦＡＸ:５７２－２８２８ Ｅメール : t o s y o k a n @ i k e d a - d r e a m w o r k . c o m
開館時間 火・木・金曜日（１０：００～１８：３０） 水曜日（１０：００～１９：００） 土・日曜日・祝日（１０：００～１８：００）
池田町開町 120 年特別企画

十勝東部４町図書館交流連携事業

‐４deＢＩＮＧＯ
deＢＩＮＧＯ‐
ＢＩＮＧＯ‐

４de ビンゴ ２０１8
２０１8 夏
十勝東部 4 町図書館交流連携事業『4de ビンゴ』を開催します。池田町・
浦幌町・豊頃町・幕別町の４町の図書館をまわってクイズやゲームに挑戦し
ましょう！ミッションをクリアするとビンゴカードにスタンプを集める事
ができ、１列ビンゴする毎にプレゼントがもらえます。
全列ビンゴを目指して、ぜひご参加ください。
■期間：７月１
■期間 ７月１4
７月１4 日（土）～８月１２日（日）
日（土）～８月１２日（日）
七夕お楽しみプレゼント
８月５日（日）に、浴衣・甚平を着て来館された方、もしくは星をモチ
ーフにしたアイテムをお持ちの方にプレゼントがあります。

７月のお楽しみ会

- EVENT -

- EVENT -

懐かしの有線テレビ放映
池田町開町 120 年を記念して、9 月まで定期的に「町営有線テレビ」の
ＤＶＤを厳選して図書館多目的室でながします。7 月は「楽しいクリスマス
の集い」
（1978 年 12 月 19 日放送分）を放映予定です。昔懐かしい池田
町の様子を図書館でお楽しみください。
■場 所：池田町立図書館 多目的室
□日 時：7
7 月 21 日（土
土） １４：００
１４：００～
：００～
■内 容：楽しいクリスマスの集い・エルム祭・
千代田小学校餅つき・消費者協会料理講習 ほか
※今から約 40 年前の、クリスマスの集いを
はじめとした楽しいイベントを特集した放送分です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■次 回：8 月 18 日（土） １４：００～
1983 年 6 月 14 日放送分「池小・利小運動会特集」ほか
を多目的室で放映予定です。

７月のお楽しみ会を行います。絵本の読み聞かせと、
『フォトフレーム作
り』です。ぜひご参加ください。

としょかん特設コーナー 情報

- SPECIAL -

■場所：池田町立図書館 多目的室
■日時：７月２
７月２8
７月２8 日（土）１３：３０～
日（土）
◆場所：一般図書新着本コーナー横 カウンター後
■内容：絵本の読み聞かせ
◆内容：児童書
児童書 大自然絵本特集
大自然絵本特集 瑞々しい緑や大自然の中の生き物の絵本
工作『フォトフレーム作り』
一般書 ニュース・時事問題特集
ニュース・時事問題特集 おさえておきたい今時のニュースの本
■定員：２４名（工作のみ）定員になり次第終了といたします。
一般書 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。
■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。
一般書 人気作家特集 「中島京子・福沢諭吉・石田衣良」
■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。）

2018.5.18～
2018.5.18～6.14

わたしがいどんだ戦い 1939 年（キンバリー・ブルベ
イカー・ブラッドリー）
最後のオオカミ（マイケル・モーパーゴ）
ぼくとベルさん（フィリップ・ロイ）
いのちは贈りもの（フランシーヌ・クリストフ）
太陽と月の大地（コンチャ・ロペス＝ナルバエス）

自分のことだけ考える。
（堀江貴文）
世界史で読み解く現代ニュース（池上彰）
パナマを知るための 70 章（国本伊代）
◎児童書 ※カッコ書きが作者です。
※カッコ書きが作者です。
むらの困りごと解決隊（農山漁村文化協会）
※新作テープの色は「
※新作テープの色は「黒色」です。
簿記のしくみが一番やさしくわかる本（高下淳子）
★絵本・紙芝居
★絵本・紙芝居
18 歳選挙世代は日本を変えるか（原田曜平）
なずずこのっぺ？（カーソン・エリス）
情報戦と女性スパイ（上田篤盛）
★その他（分類区分別）
ようかいしりとり（おくはらゆめ）
「なぜ？」がわかる政治・経済（村尾英俊）
「いじめ」や「差別」をなくすためにできること（香山リカ）
うみがめぐり（かわさきしゅんいち）
北海道の野鳥（北海道新聞社）
単位がわかる面積のえほん
おふとんさんとハリーちゃん（コンドウアキ）
もっと知りたいガウディ（入江正之）
単位がわかる体積のえほん
めしくわぬにょうぼう（常光徹）
宇宙に命はあるのか（小野雅裕）
単位がわかる時間のえほん
きのうえのおうちへようこそ！（ドロシア・ウォーレン・フォ
図解よくわかる衛星測位と位置情報（久保信明）
ドラえもん科学ワールド電気の不思議（藤子・Ｆ・不二雄）
ックス）
汚れの科学（斎藤勝裕）
クニマスは生きていた！（池田まき子）
森のおくから（レベッカ・ボンド）
手紡ぎ note（吉岡よう子）
骨からえがく！恐竜スケッチ（荒木一成）
すごいね！みんなの通学路（ローズマリー・マカーニー）
決定版！夏の大評判レシピ 208
筋肉からつくる！恐竜ねんど（荒木一成）
まちではしる、とおくへはしるぼくだ～れだ？（元浦年康）
千年の田んぼ（石井里津子）
きみにもできる！恐竜おり紙（荒木一成）
ぼくら、ちからをあわせてはたらくなかま（元浦年康）
シロウト夫婦のきょうも畑日和（金田妙）
おてがみをはこぶゆうびんしゃ（元浦年康）
◎一般書 ※新作テープの色は「黒
牛と土（真並恭介）
※新作テープの色は「黒色」です。
です。
ピーポーピーポー！さあいそげ！（元浦年康）
車いす犬ラッキー（小林照幸）
★小説・物語
小説・物語
ブルブルブルン！そらとぶヘリコプター（元浦年康）
葬儀業界の戦後史（玉川貴子）
烏百花
蛍の章（阿部智里）
なにかななにかなこれはなにかな？（元浦年康）
国宝の解剖図鑑（佐藤晃子）
砂の家（堂場瞬一）
あつまれ！せんろをはしるなかまたち（元浦年康）
もっと知りたい円山応挙（樋口一貴）
あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続（宮部みゆき） 教養としての 10 年代アニメ（町口哲生）
みんなのごみは、ぼくにまかせて！（元浦年康）
おいぬさま（柳田国男）
補欠廃止論（セルジオ越後）
がっこうだってどきどきしてる（アダム・レックス）
北海道の海釣り入門（山道正克）
ききいっぱつねこざかな（わたなべゆういち）
一点突破（藤原隆史）
マンガ熱（斎藤宣彦）
★よみもの
漫画貧乏（佐藤秀峰）
こんぴら狗（今井恭子）
島本和彦本 vol.3（島本和彦）
一〇五度（佐藤まどか）
熱血時代（島本和彦）
★文庫
文庫
ちゃめひめとあやしいたから（たかどのほうこ）
アオイホノオ 15～18（島本和彦）
レイナが島にやってきた！（長崎夏海）
博多豚骨ラーメンズ 6・8（木崎ちあき）
人間コク宝まんが道（吉田豪）
きみ、なにがすき？（はせがわさとみ）
ミスト（スティーブン・キング）
キムタツ式灘校生が実践している TOEIC900 点を当たり前
花のち晴れ（神尾葉子）
のように取るためのパワフルメソッド（木村達哉）
★その他
その他（分類区分別）
奮闘するたすく（まはら三桃）
人生を変える最強の英語習慣（三浦将）
おねがい！フェアリー 20（みずのまい）
極上の孤独（下重暁子）
世界一簡単なフランス語の本（中条省平）

１

新着本のお知らせ

- NEW -

