
１０月２７日から１１月９日は「秋の読書週間」です。図書館では、こ

の読書週間に因んで毎年恒例の読書マラソン『たくさんよむぞぅ。』を開催

いたします。今年も「来館貸出回数コース」と昨年好評だった「冊数コー

ス」の２つのコースから好きなコースを選んで参加できます。スタンプの

個数が一定数貯まると中間プレゼント、更に目標数までスタンプを貯める

と完走となり素敵な賞品をプレゼントします。奮ってご参加ください。 

 

    ▼開催期間：１０月▼開催期間：１０月▼開催期間：１０月▼開催期間：１０月 2222 日日日日（火）～１１月２９（火）～１１月２９（火）～１１月２９（火）～１１月２９日日日日（木）（木）（木）（木）    

 

※イベント詳細につきましては１０月はじめに配布される 

「としょかんだより」と「図書館 HP」でもお知らせします。 

図書館では読書感想文・読書感想画を募集しています。詳しい募集案

内につきましては図書館 HP をご覧ください。 

たくさんのご応募お待ちしております。 

 

 ▼対  象：池田町に住む小学生・中学生 

 ▼募集期間：～９月３０日～９月３０日～９月３０日～９月３０日 

 

 池田町開町１２０年を記念して、池田町町史編纂資料から「教育」を

テーマにした資料を図書館内に約１２０点展示。明治から戦後にかけて

の町内の小学校の変遷や懐かしい学校行事やイベントの他、社会教育活

動などを資料でたどります。 

 

▼開催期間：9999 月２９日月２９日月２９日月２９日（土）（土）（土）（土）～～～～１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（金）（金）（金）（金） 

  

 

 

 

 

 

 

 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日    9999 月月月月    
第２第２第２第２９９９９８８８８号号号号        平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年    ９９９９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りりりり    

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（指定管理者（指定管理者（指定管理者（指定管理者::::株式会社株式会社株式会社株式会社ドリームワーク）ドリームワーク）ドリームワーク）ドリームワーク）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    ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ::::５７２－２８２８５７２－２８２８５７２－２８２８５７２－２８２８    ＥメールＥメールＥメールＥメール    ::::    tosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikedatosyokan@ikeda----dreamwork .codreamwork .codreamwork .codreamwork .commmm        

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）    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：一般図書新着本コーナー横 カウンター後 

◆内容：児童書児童書児童書児童書    おじいちゃん・おばあちゃんおじいちゃん・おばあちゃんおじいちゃん・おばあちゃんおじいちゃん・おばあちゃん絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集    おじいちゃん・おばあちゃんが活躍する本 

一般書一般書一般書一般書    物語で読む介護の本物語で読む介護の本物語で読む介護の本物語で読む介護の本特集特集特集特集 “介護”をテーマにした小説特集 

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    司書のイチオシ本を紹介します。 

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    「森見登美彦・福沢諭吉・石田衣良」 

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    ----    SSSSPECIALPECIALPECIALPECIAL    ----    

----    EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        

定 休定 休定 休定 休 日日日日            ３３３３日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１０１０１０１０日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１８１８１８１８日（火日（火日（火日（火））））、、、、    

        ２５２５２５２５日（火日（火日（火日（火））））    

資料整理日資料整理日資料整理日資料整理日            ２８２８２８２８日（金）日（金）日（金）日（金）    

～あの思い出をもう一度～ 

----    EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        

読書マラソン読書マラソン読書マラソン読書マラソン    たくさんよむぞぅ。たくさんよむぞぅ。たくさんよむぞぅ。たくさんよむぞぅ。    ‐‐‐‐EVENTEVENTEVENTEVENT    ----    

----    INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    ----        

池田池田池田池田町町町町開町開町開町開町 120120120120 年記念年記念年記念年記念    特設展示会特設展示会特設展示会特設展示会    

 

読書感想文・感想画募集読書感想文・感想画募集読書感想文・感想画募集読書感想文・感想画募集    

今年でなんと第４０号！ 

懐かしの有線テレビ放映懐かしの有線テレビ放映懐かしの有線テレビ放映懐かしの有線テレビ放映    

 池田町開町 120 年を記念して、「町営有線テレビ」のＤＶＤを厳選して放

映します。９月は放映回数がなんと 5 回！ 各回ちがう放送内容で、番組

で特集された様々な出来事を映像で振り返ります。 

 

 ■日 時：9999 月月月月    1111 日日日日（土土土土） 「ブドウ狩り始まる」「ブドウ狩り始まる」「ブドウ狩り始まる」「ブドウ狩り始まる」他他他他        （1988.10 放送） 

                    ：：：：9999 月月月月    8888 日（土）日（土）日（土）日（土）    「小規模小学校運動会」「小規模小学校運動会」「小規模小学校運動会」「小規模小学校運動会」他他他他    （1993.6 放送）    

                    ：：：：9999 月月月月 22222222 日（土）日（土）日（土）日（土）    「開町「開町「開町「開町 100100100100 年記念式典」年記念式典」年記念式典」年記念式典」他他他他（1998.10 放送） 

                    ：：：：9999 月月月月 23232323 日（日）日（日）日（日）日（日）    「「「「H15.H15.H15.H15.十勝沖地震」十勝沖地震」十勝沖地震」十勝沖地震」他他他他        （2003.9 放送） 

                    ：：：：9999 月月月月 24242424 日（月）日（月）日（月）日（月）    「未来へ贈る記念写真」「未来へ贈る記念写真」「未来へ贈る記念写真」「未来へ贈る記念写真」 

 ■場 所：図書館多目的室 ※各回 14 時から 

★９月２４日（月）放映の『未来へ贈る記念写真』は開町 100 年事業として作成された、 

池田町の歴史を振り返るのにピッタリの見どころ満載の１本です。ぜひご覧ください。 

池田町開町 120 年特別企画 



★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※カッコ書きが作者です。です。です。です。※※※※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「黄緑黄緑黄緑黄緑色色色色」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    

★文庫文庫文庫文庫    

★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）    

◎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「黄緑黄緑黄緑黄緑色色色色」」」」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） 

★小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 

ひょうたんめん（神沢利子） 

さわってたのしむどうぶつずかん（ドーリングキンダースリー社編集部） 

シルバニアファミリーのさがし絵本（キャラぱふぇ編集部） 

シカクさん（マック・バーネット） 

シロクマのしゅくだい（ティラ・ヒーダー） 

おともだちたべちゃった（ハイディ・マッキノン） 

ＨＵＧっと！プリキュア ふたりはあいのプリキュアよ！ 

ぐらぐらゆれたらだんごむし！（国崎信江） 

みえるとかみえないとか（ヨシタケシンスケ） 

 

ハーブ魔女とふしぎなかぎ（あんびるやすこ） 

ラストサバイバル 1～４（大久保開） 

こうえんのおばけずかん（斉藤洋） 

ぼくらの卒業旅行（宗田理） 

かいけつゾロリのドラゴンたいじ ２（原ゆたか） 

未来のミライ（細田守） 

しなやかな心が育つ日本のお話ベスト 100（横山洋子） 

ももとこもも（宮崎祥子） 

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない 1～3（夜野せせり） 

５分後に意外な結末 ex オレンジ色に燃える呪文（桃戸ハル） 

５分後に意外な結末 ex エメラルドに輝く風景（桃戸ハル） 

オペラ座の怪人（ガストン・ルル—） 

少女探偵アガサ 6（サースティーヴ・スティーヴンソン） 

東大王・伊沢拓司の最強クイズ 100（伊沢択司） 

すべての新聞は「偏って」いる（荻上チキ） 

悲しみの処方箋（主婦の友社） 

心理学でわかるひとの性格・感情辞典（渋谷昌三） 

ひっこみ思案のあなたが生まれ変わる科学的方法（アンディ・モリンスキー） 

いい人病（玉川真里） 

ずるい人が周りからいなくなる本（大嶋信頼） 

面白くて眠れなくなる宗教学（中村圭志） 

明治維新とは何だったのか（半藤一利） 

原爆（石井光太） 

ある世捨て人の物語（マイケル・フィンケル） 

紛争地の看護師（白川優子） 

図解とりあえず日経新聞が読める本（山本博幸） 

お金 2.0（佐藤航陽） 

上手に「切り返す」技術（斉藤孝） 

ルポ東大女子（おおたとしまさ） 

全告白後妻業の女（小野一光） 

身近な人が障害をもったときの手続きのすべて（鈴木四季） 

図解アイヌ（角田陽一） 

大人もおどろく「夏休み子ども科学電話相談」（ＮＨＫ

ラジオセンター「夏休み子ども科学電話相談」制作班） 

星座の図鑑（沼沢茂美） 

新日本の探鳥地 北海道編（ＢＩＲＤＥＲ編集部） 

すべての不調をなくしたければ除菌はやめなさい（ジョシュ・アックス） 

「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本（谷口英喜） 

５秒ひざ裏のばしですべて解決（川村明） 

北海道の草花（梅沢俊） 

日本魚類館（中坊徹次） 

文房具の解剖図鑑（ヨシムラマリ） 

私たちが食べ伝えたい北海道郷土料理（星沢幸子） 

農薬に頼らない病虫害対策（木嶋利男） 

「徹子の部屋」の花しごと（石橋恵三子） 

ブドウ品種総図鑑（植原宣紘） 

消しゴムはんこの教科書（田口奈津子） 

人気キャラクターのちょこっとメモ折り紙あそび（いしばしなおこ） 

ペーパーフラワーとスクラップブッキング（日本ペーパーアート協会） 

楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド（木村東吉） 

楽しいバスレクアイデアガイド 4（神代洋一） 

英会話超リアルパターン 500＋（イグァンス） 

 

 

短歌と俳句の五十番勝負（穂村弘） 

地に滾る（あさのあつこ） 

不在（彩瀬まる） 

下町ロケット 3 ゴースト（池井戸潤） 

檸檬（梶井基次郎） 

宇喜多の捨て嫁（木下昌輝） 

火影に咲く（木内昇） 

泥濘（黒川博行） 

無限の玄/風下の朱（古谷田奈月） 

任侠浴場（今野敏） 

若旦那のひざまくら（坂井希久子） 

一億円のさようなら（白石一文） 

送り火（高橋弘希） 

神に守られた島（中脇初枝） 

能面検事（中山七里） 

雨降る森の犬（馳星周） 

むすびつき（畠中恵） 

彼女は頭が悪いから（姫野カオルコ） 

もう「はい」としか言えない（松尾スズキ） 

スケルトン・キー（道尾秀介） 

死にたい、ですか（村上しいこ） 

このサンドイッチ、マヨネーズ忘れてる ハプワース 16、１９２４年（Ｊ．Ｄサリンジャー） 

蜜蜂（マヤ・ルンデ） 

心霊探偵八雲 ANOTHER FILES 嘆きの人形（神永学） 

博多豚骨ラーメンズ Extra Games（木崎ちあき） 

 

さめ先生が教えるサメのひみつ 10（仲谷一宏） 

動物たちを救うアニマルパスウェイ（湊秋作） 

日本の国立公園まるわかり事典（加藤峰夫） 

アンパンマン大図鑑プラス 1～2（やなせたかし） 

スクール鬼ごっこ 1～3（鬼ごっこ協会） 

おもしろい！楽しい！うれしい！手紙 １（スギヤマカナヨ） 

清少納言と紫式部（奥山景布子） 

ビジュアルデザイン発注時に知っておきたい！著作権のキホン（石川正樹） 

ネット時代のクリエイターやミュージシャンが得する権利や著作権の本（秀間修一） 

本屋という「物語」を終わらせるわけにはいかない（松本大介） 

 

  

ナイチンゲール/ヘレン・ケラー/マザー・テレサ（時海結以） 

徳川１５代の将軍たち（小沢章友） 

信長・秀吉・家康（小沢章友） 

西郷隆盛（奥山景布子） 

幕末ヒーローズ！！（奥山景布子） 

戦国ヒーローズ！！（奥山景布子） 

大江戸ヒーローズ！！（奥山景布子） 

天才！織田信長（中島望） 

刑務所しか居場所がない人たち（山本譲司） 

 

 

  １  

  

----    NEW NEW NEW NEW ----        

2018.7.202018.7.202018.7.202018.7.20～～～～8.238.238.238.23    


