
 ４月２３日から５月１２日は「こどもの

せて図書館では下記の通りイベントを行います。

みなさんぜひご参加ください。

 開催期間：４月２４日（火）～終了まで

 内  

      

 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。ボランティアとして活動を希望される方は申込用

入していただき、ボランティア保険の加入手続き

なります。昨年度は下記のような活動を行いました。

 気になることがありましたら、お気軽にお声かけください。
 
 
活動内容

■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（図書の整備や修理）

 ■イベントボランティア（イベントの企画・運営）
 
主にリサイクル市準備（シール剝し等）や

イベントでの読み聞かせ、工作の補助等を行いました。
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みなさんぜひご参加ください。

開催期間：４月２４日（火）～終了まで

  容：「たくさんぬるぞぅ。」

         本を借りると、大きなぬりえを塗る

ことが出来ます。みんなで、２枚の

大きな塗り絵を完成させましょう。

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。ボランティアとして活動を希望される方は申込用

入していただき、ボランティア保険の加入手続き

なります。昨年度は下記のような活動を行いました。

気になることがありましたら、お気軽にお声かけください。
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主にリサイクル市準備（シール剝し等）や

イベントでの読み聞かせ、工作の補助等を行いました。
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ことが出来ます。みんなで、２枚の 

大きな塗り絵を完成させましょう。 
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- INFORMATION 

読書週間」です。この週間に合わ  ２月１日から１か月間実施した利用者アンケートの集計を行いました。い

ただいた貴重なご意見を今後の運営の参考とさせていただきます。ご協力あ

りがとうございました。

を常設していますので、お気軽にご意見をお寄せください。

アンケート結果

 回収率：４０％

年齢別：

 満足度：

区分

２９年度

２８年度

昨年に比べ、満足度が減少する結果になりました。

ＤＶＤ
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ただいた貴重なご意見を今後の運営の参考とさせていただきます。ご協力あ

りがとうございました。

を常設していますので、お気軽にご意見をお寄せください。

アンケート結果 

回収率：４０％ 

年齢別：幼児（７％）小学生（１５％）中学生（３％）高校生（４％）

青年（0.5

満足度： 図書館の満足度（昨年度との比較）

区分 満足

２９年度 
35.8％

２８年度 
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昨年に比べ、満足度が減少する結果になりました。
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りがとうございました。また、ご意見などありましたら館内に「ご意見箱」

を常設していますので、お気軽にご意見をお寄せください。

   

幼児（７％）小学生（１５％）中学生（３％）高校生（４％）

0.5％）壮年（15
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昨年に比べ、満足度が減少する結果になりました。

冊数が少ない、空調についてなどご意見いただきました。
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昨年に比べ、満足度が減少する結果になりました。

空調についてなどご意見いただきました。
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昨年に比べ、満足度が減少する結果になりました。主な理由として、本や

空調についてなどご意見いただきました。
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★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

おはなみくまちゃん

生きる（谷川俊太郎）

快盗戦隊ルパンレンジャー

パトレンジャーさいきょうバトルずかん

ワタナベさん（北村直子）

ノラネコぐんだんパンこうじょう（工藤ノリコ

ママが１０にん！？（天野慶）

はやくはやくっていわないで（益田ミリ）

ぜったいあけちゃダメッ！（アンディ

くまがまく（丸山誠司）

アナゴたいそう（うさやまみやこ）

川のむこうの図書館（池田ゆみる）

いつだって僕らの恋は１０センチだっ

た。（HoneyW

ぼくのネコがロボットになった（佐藤まど

いらないねこ（ヒグチユウコ）

名探偵コナン瞳の中の暗殺者（青山剛昌）

ピーター・パン（

アルゴリズムえほん

こどもギリシア哲学（斉藤孝）

宗教ってなんだろう？（島薗進）

赤ちゃんと母の火の夜（早乙女勝元）

危機の現場に立つ（中満泉）

これを知らずに働けますか？（竹信三恵子）

手話教室（早瀬

ジュニア空想科学読本

 

 

  １  

 

・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「青色※新作テープの色は「青色※新作テープの色は「青色※新作テープの色は「青色」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） 

おはなみくまちゃん 

（シャーリー

生きる（谷川俊太郎） 

盗戦隊ルパンレンジャー

パトレンジャーさいきょうバトルずかん

ワタナベさん（北村直子）

ノラネコぐんだんパンこうじょう（工藤ノリコ

ママが１０にん！？（天野慶）

はやくはやくっていわないで（益田ミリ）

ぜったいあけちゃダメッ！（アンディ

くまがまく（丸山誠司） 

アナゴたいそう（うさやまみやこ）

川のむこうの図書館（池田ゆみる）

いつだって僕らの恋は１０センチだっ

HoneyWorks） 

ぼくのネコがロボットになった（佐藤まど

いらないねこ（ヒグチユウコ）

名探偵コナン瞳の中の暗殺者（青山剛昌）

ピーター・パン（J・M・バリ）

アルゴリズムえほん ３（松田孝）

こどもギリシア哲学（斉藤孝）

宗教ってなんだろう？（島薗進）

赤ちゃんと母の火の夜（早乙女勝元）

現場に立つ（中満泉）

これを知らずに働けますか？（竹信三恵子）

手話教室（早瀬憲太郎） 

ジュニア空想科学読本 １～６（柳田理科雄）

 
※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 

（シャーリー・パレントー） 

盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊

パトレンジャーさいきょうバトルずかん 

ワタナベさん（北村直子） 

ノラネコぐんだんパンこうじょう（工藤ノリコ） 

ママが１０にん！？（天野慶） 

はやくはやくっていわないで（益田ミリ） 

ぜったいあけちゃダメッ！（アンディ・リー） 

 

アナゴたいそう（うさやまみやこ） 

川のむこうの図書館（池田ゆみる） 

いつだって僕らの恋は１０センチだっ

ぼくのネコがロボットになった（佐藤まどか） 

いらないねこ（ヒグチユウコ） 

名探偵コナン瞳の中の暗殺者（青山剛昌） 

・バリ） 

３（松田孝） 

こどもギリシア哲学（斉藤孝） 

宗教ってなんだろう？（島薗進） 

赤ちゃんと母の火の夜（早乙女勝元） 

現場に立つ（中満泉） 

これを知らずに働けますか？（竹信三恵子） 

 

１～６（柳田理科雄） 

 

◎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
幼なじみ萌え（玉井建也）

ヒトごろし（京極夏彦）

路上の X（桐野夏生）

祝葬（久坂部羊）

棲月（今野敏） 

騙し絵の牙（塩田武

玄鳥さりて（葉室麟）

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで（真梨幸子）

刑事の怒り（薬丸岳）

オンナの奥義（阿川佐和子）

女の子が生きていくときに、覚えていて

ほしいこと（西原理恵子）

破れかぶれの幸福（佐藤愛子）

こんな生き方もある（佐藤愛子）

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

夫の後始末（曽野綾子）

老いを生きる覚悟（曽野綾

美女は天下の回りもの（林真理子）

妻に捧げた１７７８話（眉村卓）

でんじろう先生のおもしろ科学実験室

１～５（米村でんじろう）

さんすう文庫 １～１２

（藤沢市算数

水はどこから来るのか？（高堂彰二）

おやこで楽しむ講談入門（宝井琴星）

子どもにウケる将棋超入門（創元社編集部）

 

※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「青色青色青色青色

小説・物語小説・物語小説・物語小説・物語 
幼なじみ萌え（玉井建也） 

ごろし（京極夏彦） 

（桐野夏生） 

祝葬（久坂部羊） 

 

騙し絵の牙（塩田武士） 

玄鳥さりて（葉室麟） 

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで（真梨幸子）

刑事の怒り（薬丸岳） 

オンナの奥義（阿川佐和子） 

女の子が生きていくときに、覚えていて

ほしいこと（西原理恵子） 

破れかぶれの幸福（佐藤愛子） 

こんな生き方もある（佐藤愛子）

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子）

夫の後始末（曽野綾子） 

老いを生きる覚悟（曽野綾子） 

美女は天下の回りもの（林真理子）

妻に捧げた１７７８話（眉村卓）

でんじろう先生のおもしろ科学実験室

１～５（米村でんじろう） 

１～１２ 

藤沢市算数教育研究会）

水はどこから来るのか？（高堂彰二）

おやこで楽しむ講談入門（宝井琴星）

子どもにウケる将棋超入門（創元社編集部）

  

★文庫文庫文庫文庫

青色青色青色青色」です」です」です」です。。。。    

★その他その他その他その他
僕らが毎日やっている最強の読み方（池上彰）

人工知能の核心（羽生善治）

まねる力（斉藤孝）

一０一歳の習慣（高橋幸枝）

「どうせ無理」と思っている君へ（植松努）

１０年後、君に仕事はあるのか？（藤原和博）

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよ

う（山中伸弥）

６０歳からヘタれない生き方（有馬頼底）

知らなかった、ぼくらの戦争（アーサー

太陽の船復活（吉村作治）

問題児（山川健一）

地球の歩き方

グアム・ドイツ・フランス・アメリカ（「地

球の歩き方」編集室）

るるぶ

城・東京ベスト・箱根・石川・静岡・京

都・奈良・南紀白浜伊勢

関・岡山倉敷蒜山・広島宮島・沖縄

大人のための社会科

習近平の悲劇（矢板明夫）

ある金融マンの回顧（高向巌）

社会保険・労働保険事務手続

礎（五十嵐芳樹）

家を売る人・買う人の手続きがわかる本（畑中学）

ご用命とあらば、ゆりかごからお墓まで（真梨幸子） 

女の子が生きていくときに、覚えていて

 

こんな生き方もある（佐藤愛子） 

ヨーコさんの“言葉”（佐野洋子） 

 

美女は天下の回りもの（林真理子） 

妻に捧げた１７７８話（眉村卓） 

博多豚骨ラーメンズ２～５・７（木崎ちあき）

天久鷹央の推理カルテ

最後の晩ごはん

永遠なんてないこの世界で、きみと奇跡

みたいな恋を。

でんじろう先生のおもしろ科学実験室 

教育研究会） 

水はどこから来るのか？（高堂彰二） 

おやこで楽しむ講談入門（宝井琴星） 

子どもにウケる将棋超入門（創元社編集部） 

遺言。（養老孟司）

日本の古典をよむ

アウシュヴィッツの歯科医

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）

僕らが毎日やっている最強の読み方（池上彰）

人工知能の核心（羽生善治）

まねる力（斉藤孝） 

一０一歳の習慣（高橋幸枝）

「どうせ無理」と思っている君へ（植松努）

１０年後、君に仕事はあるのか？（藤原和博）

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよ

う（山中伸弥） 

６０歳からヘタれない生き方（有馬頼底）

知らなかった、ぼくらの戦争（アーサー

太陽の船復活（吉村作治）

問題児（山川健一） 

地球の歩き方 中国・イタリア・韓国・

グアム・ドイツ・フランス・アメリカ（「地

球の歩き方」編集室）

るるぶ 横浜中華街みなとみらい・茨

城・東京ベスト・箱根・石川・静岡・京

都・奈良・南紀白浜伊勢

関・岡山倉敷蒜山・広島宮島・沖縄

大人のための社会科（井手英策）

習近平の悲劇（矢板明夫）

ある金融マンの回顧（高向巌）

社会保険・労働保険事務手続

礎（五十嵐芳樹） 

家を売る人・買う人の手続きがわかる本（畑中学）

博多豚骨ラーメンズ２～５・７（木崎ちあき）

天久鷹央の推理カルテ 

最後の晩ごはん ７～９（椹野道流）

永遠なんてないこの世界で、きみと奇跡

みたいな恋を。（涙鳴）

遺言。（養老孟司） 

日本の古典をよむ １～１３・１５～２０

アウシュヴィッツの歯科医

（ベンジャミン・ジェイコブス）

（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別）（分類区分別） 

僕らが毎日やっている最強の読み方（池上彰）

人工知能の核心（羽生善治） 

 

一０一歳の習慣（高橋幸枝） 

「どうせ無理」と思っている君へ（植松努）

１０年後、君に仕事はあるのか？（藤原和博）

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよ

６０歳からヘタれない生き方（有馬頼底）

知らなかった、ぼくらの戦争（アーサー・ビナード）

太陽の船復活（吉村作治） 

 

中国・イタリア・韓国・

グアム・ドイツ・フランス・アメリカ（「地

球の歩き方」編集室） 

横浜中華街みなとみらい・茨

城・東京ベスト・箱根・石川・静岡・京

都・奈良・南紀白浜伊勢志摩・山口萩下

関・岡山倉敷蒜山・広島宮島・沖縄 

（井手英策） 

習近平の悲劇（矢板明夫） 

ある金融マンの回顧（高向巌） 

社会保険・労働保険事務手続の基礎の基

家を売る人・買う人の手続きがわかる本（畑中学）

博多豚骨ラーメンズ２～５・７（木崎ちあき）

 １～８（知念実希人）

７～９（椹野道流） 

永遠なんてないこの世界で、きみと奇跡

（涙鳴） 

１～１３・１５～２０ 

アウシュヴィッツの歯科医 

（ベンジャミン・ジェイコブス）

僕らが毎日やっている最強の読み方（池上彰） 

「どうせ無理」と思っている君へ（植松努） 

１０年後、君に仕事はあるのか？（藤原和博） 

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよ

６０歳からヘタれない生き方（有馬頼底） 

ビナード） 

中国・イタリア・韓国・

グアム・ドイツ・フランス・アメリカ（「地

横浜中華街みなとみらい・茨

城・東京ベスト・箱根・石川・静岡・京

志摩・山口萩下

の基礎の基

家を売る人・買う人の手続きがわかる本（畑中学） 

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総

合支援法（二本柳覚）

リスクと生きる、死者と生きる（石戸諭）

こんなに変わった！小中高・教科書の新常

識（現代教育調査班）

中学校３年分の数学が教えられるほどよ

くわかる（小杉拓也）

銀河の中心に潜むもの（岡朋治）

図解なんかへんな生きもの（ぬまがさワタリ）

バッタを倒しにアフリカへ

闘いつづける力（福島孝徳

家族を家で看取る本（村松静子）

酒好き医師が教える最高の飲み方

（葉石かおり）

北海道発 OnlyOne

ワインの味の科学（ジェイミー

今編みたいニット

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダ

イエット（佐久間健一）

料理用あま酒、はじめました。（舘野真知子）

いっさいはん（

赤ちゃんが夜早く、長く眠る

んねトレーニング

「太陽の塔」岡本太郎と７人の男たち（平野暁臣）

イヌの気持ち（藤井聡）

ネコの気持ち（松田宏三）

マルカン大食堂の奇跡（北山公路）

新まだある。大百科

iPhoneｘ/８

６０歳からはじめる色鉛筆画（渡辺芳子）

百姓貴族 ５（荒川弘）

おじいちゃんとパン（たな）

ちひろの昭和（いわさきちひろ）

図解でわかる！ファシリテーション（松山真之助）

博多豚骨ラーメンズ２～５・７（木崎ちあき） 

１～８（知念実希人） 

 

永遠なんてないこの世界で、きみと奇跡

 

（ベンジャミン・ジェイコブス） 

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総

合支援法（二本柳覚） 

リスクと生きる、死者と生きる（石戸諭）

こんなに変わった！小中高・教科書の新常

識（現代教育調査班） 

中学校３年分の数学が教えられるほどよ

くわかる（小杉拓也） 

銀河の中心に潜むもの（岡朋治）

図解なんかへんな生きもの（ぬまがさワタリ）

バッタを倒しにアフリカへ 

（前野ウルド浩太郎）

闘いつづける力（福島孝徳）

家族を家で看取る本（村松静子）

酒好き医師が教える最高の飲み方

（葉石かおり） 

OnlyOne の家づくり 

ワインの味の科学（ジェイミー・

今編みたいニット ２０１８

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダ

イエット（佐久間健一） 

料理用あま酒、はじめました。（舘野真知子）

いっさいはん（minchi） 

赤ちゃんが夜早く、長く眠るかんたん☆ね

んねトレーニング BOOK（伊藤かよこ）

岡本太郎と７人の男たち（平野暁臣）

イヌの気持ち（藤井聡） 

ネコの気持ち（松田宏三） 

マルカン大食堂の奇跡（北山公路）

新まだある。大百科 お菓子編（初見健一）

８/８Plus がぜんぶわかる本

６０歳からはじめる色鉛筆画（渡辺芳子）

５（荒川弘） 

おじいちゃんとパン（たな）

ちひろの昭和（いわさきちひろ）

図解でわかる！ファシリテーション（松山真之助）

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総

リスクと生きる、死者と生きる（石戸諭） 

こんなに変わった！小中高・教科書の新常

中学校３年分の数学が教えられるほどよ

銀河の中心に潜むもの（岡朋治） 

図解なんかへんな生きもの（ぬまがさワタリ） 

 

（前野ウルド浩太郎） 

） 

家族を家で看取る本（村松静子） 

酒好き医師が教える最高の飲み方 

 VOL.１３ 

・グッド） 

２０１８ 

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダ

料理用あま酒、はじめました。（舘野真知子） 

かんたん☆ね

（伊藤かよこ） 

岡本太郎と７人の男たち（平野暁臣） 

 

マルカン大食堂の奇跡（北山公路） 

お菓子編（初見健一） 

がぜんぶわかる本

（石川温） 

６０歳からはじめる色鉛筆画（渡辺芳子） 

おじいちゃんとパン（たな） 

ちひろの昭和（いわさきちひろ） 

図解でわかる！ファシリテーション（松山真之助） 


