
  

      

  

 

  

 

  

 

  

 

４月２３日（火）～５月１２日（日）の期間は「こども「こども「こども「こども読書週間」読書週間」読書週間」読書週間」です。

この週間に合わせて図書館では下記の通りイベントを行います。皆さまぜひ

ご参加ください。 

 

 ■場 所：池田町立図書館 多目的室 

 □日 時：５月５月５月５月 5555 日（日）日（日）日（日）日（日）    １３時３０分～１３時３０分～１３時３０分～１３時３０分～ 

 ■内 容：絵本の読み聞かせ 

      ＤＶＤ上映 

 □定 員：２０名 ※定員になり次第、キャンセル待ちの受け付けとなります 

 ■受 付：4444 月月月月２０２０２０２０日（土日（土日（土日（土））））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。 

 ４月２７日４月２７日４月２７日４月２７日（土）（土）（土）（土）～５月６日～５月６日～５月６日～５月６日（月）（月）（月）（月）のゴールデンウィーク期間、図書館は

毎日毎日毎日毎日開館開館開館開館しております。ぜひご利用ください。 

 ※５月７日５月７日５月７日５月７日（火）（火）（火）（火）は休館休館休館休館しておりますのでご注意下さい。 

 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たいと思いま

す。ご協力ありがとうございました。 

 

■アンケート結果 回収率：３９％   

年齢別：１０歳未満（３％）１０代（８％）２０代（４％）３０代（４％）４０代（１３％） 

５０代（１２％）６０代（２８％）７０歳以上（２８％） 

 満足度： 図書館の全体の満足度（昨年度との比較） 

 

区分 満足 おおむね満足 どちらでもない やや不満 不満 

３０年度 

33.3％ 50.0％ 

9.0％ 

5.1％ 0.0％ 

83.383.383.383.3％％％％    5.1％ 

２９年度 

35.3％ 47.6％ 

2.4％ 

6.1％ 2.4％ 

82.982.982.982.9％％％％ 8.5％ 

 
★昨年に比べ、満足度がやや増加する結果になりました。本の冊数や種類、開館時間に関してのご意見が多かった

です。今回頂いたご意見を基により良い図書館になるよう努めてまいります。      

 図書館では本の寄贈を受け付けております。もう読まなくなった本などあ

りましたら、お気軽に図書館までご持参ください。 

 ※寄贈いただいた資料は図書館で登録しない場合、図書館のリサイクル市に出した後、処

分をする事がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

図書館休館日図書館休館日図書館休館日図書館休館日    4444 月月月月    

第第第第３０５３０５３０５３０５号号号号        平成平成平成平成３３３３１１１１年年年年    ４４４４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    魔法魔法魔法魔法のののの絵本特集絵本特集絵本特集絵本特集    すてきな魔法がいっぱい！魔法の本特集！ 

一般書一般書一般書一般書    お掃除本お掃除本お掃除本お掃除本特集特集特集特集 お部屋をスッキリさせるお掃除のコツを大特集！ 

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    「有川浩・垣谷美雨・池井戸潤」 

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    

春の春の春の春のこどもこどもこどもこども読書週間イベント読書週間イベント読書週間イベント読書週間イベント    

----    SSSSPECIALPECIALPECIALPECIAL    ----    

ＧＷＧＷＧＷＧＷ期間期間期間期間のののの開館について開館について開館について開館について    

----    EVENTEVENTEVENTEVENT    ----        ----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----            

定 休定 休定 休定 休 日日日日            １１１１日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、８８８８日（月）、日（月）、日（月）、日（月）、１５１５１５１５日（月日（月日（月日（月）、）、）、）、    

            ２２２２２２２２日（月）日（月）日（月）日（月）    

資料整理日資料整理日資料整理日資料整理日        ２６２６２６２６日（金）日（金）日（金）日（金）    

----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        

本の寄贈について本の寄贈について本の寄贈について本の寄贈について    

アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果ののののご報告とお礼ご報告とお礼ご報告とお礼ご報告とお礼    

----    INFORMATION INFORMATION INFORMATION INFORMATION ----        



 

幸福の王子（Ｏ．ワイルド） 

名探偵コナン紅の修学旅行（青山剛昌） 

ＮＨＫ「オトナノベル」1～8 

マルガリータとかいぞく船（工藤ノリコ） 

マルガリータとまほうのドロップ（工藤ノリコ） 

世にも奇妙な商品カタログ 1（地図十行路） 

ほねほねザウルス 20（カバヤ食品株式会社） 

 

◎児童書◎児童書◎児童書◎児童書        

    

※カッコ内が作者です。 

※新刊テープの色は「黒色」です。 

    

★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居★絵本・紙芝居 

映画きかんしゃトーマス Go！Go！地球まるごとアドベンチャー（ウィルバート・オードリー） 

さくらもちのさくらこさん（岡田よしたか） 

みえた！きょうりゅうのせかい（サラ・ハースト） 

ゆげゆげ～（さいとうしのぶ） 

かけコッコ－（みやけあっこ） 

もぐらのいえ（松屋真由子） 

クマさんのいえへいかなくちゃ！（ブライアン・リーズ） 

★よみもの★よみもの★よみもの★よみもの 

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    

★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        

    ★小説・物語★小説・物語★小説・物語★小説・物語

★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） 

神様の御用人 8（浅葉なつ） 

銀河の森、オーロラの合唱（太田紫織） 

君の思い出が消えたとしても（才羽楽） 

彼女はもどらない（降田天） 
    

三度目の少女（宮ヶ瀬水） 

 

 

 

パターンから裁断までの基礎の基礎（水野佳子） 

手作りアクセサリーＢＯＯＫ（ＰＡＲＴＳＣＬＵＢ） 

はじめてでも上手にできる刺しゅうの基本（川畑杏奈） 

「グレイヘア」美マダムへの道（朝倉真弓） 

女子の筋トレ＆筋肉ごはん（坂詰真二） 

akinoichigo の子どもがよろこぶキャラのおべんとう（稲熊由夏） 

かんたん！はじめて園児のかわいいおべんとう（阪下千恵） 

おいしさ満点！中高生の基本のお弁当（ほりえさちこ） 

北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり（竹田津実） 

地域絶品づくりのマーケティング（三浦功） 

凡人のための地域再生入門（木下斉） 

図解でよくわかる病害虫のきほん（有江力） 

ハーブ＆スパイス事典（伊藤進吾） 

ツウになる！紅茶の教本（磯淵猛） 

ここまでできる！ベランダでコンテナ菜園（淡野一郎） 

ベランダ寄せ植え菜園（たなかやすこ） 

無農薬「自然菜園」で育てる人気野菜（新田穂高） 

無農薬でかんたん野菜づくり（NHK 出版） 

I LOVE 盆栽（葉住直美） 

花束・ブーケの発想と作り方（フローリスト編集部） 

どんな災害でもイヌといっしょ（徳田竜之介） 

どんな災害でもネコといっしょ（徳田竜之介） 

猫がよろこぶ掃除・片づけ（ヤノミサエ） 

どうぶつと獣医さんの本当にあった笑える物語（北沢功） 

人を動かす英文ビジネス E メールの書き方（定森幸生） 

小さなカフェのはじめ方（BusinessTrain） 

これだけできれば大丈夫！すぐ使える！接客１年生（七条千恵美） 

小さなサロンのはじめ方（BusinessTrain） 

トラブルに備える飲食店の危機管理〈対策マニュアル〉BOOK（神村護） 

君は玉音放送を聞いたか（秋山久） 

北海道の巨樹・名木 150 選 2018（今田秀樹） 

日本のナチュラルチーズ（佐藤優子） 

運動と疲労の科学（下光輝一） 

１２歳までの最強トレーニング（谷けいじ） 

フラワーアレンジメントの基本メソッド（蛭田謙一郎） 

ちょっと使ってみたくなる！ニッポンの方言（ニッポンの方言を楽しむ会） 

火のないところに煙は（芦沢央） 

発現（阿部智里） 

不死鳥少年（石田衣良） 

あちらにいる鬼（井上荒野） 

ニムロッド（上田岳弘） 

赤とんぼ（新美南吉） 

ひと（小野寺史宜） 

ジャンヌ（河合莞爾） 

怪物の木こり（倉井眉介） 

救いの森（小林由香） 

スクエア（今野敏） 

モンスター（小西晴彦） 

永田町小町バトル（西条奈加） 

指揮権発動（笹本稜平） 

木曜日の子ども（重松清） 

そして、バトンは渡された（瀬尾まいこ） 

小説映画ドラえもんのび太の月面探査記（藤子・Ｆ・不二雄） 

新宿の猫（ドリアン助川） 

ふたたび嗤う淑女（中山七里） 

神の島のこどもたち（中脇初枝） 

新章神様のカルテ（夏川草介） 

かわたれどき（畠中恵） 

ある男（平野啓一郎） 

転生したらスライムだった件 1～13（伏瀬） 

歌舞伎町ゲノム（誉田哲也） 

ぼくはきっとやさしい（町屋良平） 

１Ｒ１分３４秒（町屋良平） 

名もなき星の哀歌（結城真一郎） 

いい女、ふだんブッ散らかしており（阿川佐和子） 

心霊電流 上下（スティーヴン・キング） 

 

日本のＩＴ産業が中国に盗まれている（深田萌絵） 

運が良くなる！間取りとインテリアの HAPPY 風水（紫月香帆） 

年を重ねて、今がいちばん（下重暁子） 

散策＆鑑賞東京編 2019 最新版（ユニプラン） 

るるぶ九州‘20 

国民とともに歩まれた平成の 30 年（宮内庁侍従職） 

図解親の財産を見つけて実家をたたむ方法（内藤久） 

Q＆A DV 事件の実務（打越さく良） 

５０代必修の 10 科目（田井秀道） 

絵かきうたあそび決定版 110（阿部恵） 

大人の礼服とマナー 

２１世紀の戦争と平和（三浦瑠麗） 

科学用語図鑑（水谷淳） 

数学の真理をつかんだ２５人の天才たち（イアン・スチュアート） 

無限（イアン・スチュアート） 

小学生のそろばん（石戸珠算学園） 

時をあやつる遺伝子（松本顕） 

闘う微生物（エミリー・モノッソン） 

図解身近にあふれる「微生物」が３時間でわかる本（左巻健男） 

損する顔得する顔（山口真美） 

水草の疑問 50（田中法生） 

新しい植物分類体系（伊藤元己） 

嗅覚はどう進化してきたか（新村芳人） 

「おしどり夫婦」ではない鳥たち（浜尾章二） 

ぜんぶわかる心臓・血管の事典（古川哲史） 

メタボも老化も腸内細菌に訊け！（小沢祥司） 

ハゲを着こなす（松本圭司） 

ライザップ式２週間ダイエットレシピ（RＩZAP 株式会社） 

噛む力が弱った人のおいしい長生きごはん（クリコ） 

電車の顔図鑑 1～3（江口明男） 

僕の好きな車（横山剣） 

賢い化粧品の選び方（小沢貴子） 

紳士靴のすべて（ラズロ・ヴァ—シュ） 

払ってはいけない（荻原博子） 

学校では教えてくれない大切なこと 1～12 

謎解き聖書物語（長谷川修一） 

友だち幻想（菅野仁） 

先生は教えてくれない就活のトリセツ（田中研之輔） 

マンガで一気におさらい中学数学「関数」（日本数学教育学会） 

ごみゼロ大作戦！3（浅利美鈴） 

99％の人が速くなる走り方（平岩時雄） 

翻訳ってなんだろう？（鴻巣友季子） 

漢字・熟語を使い分ける 

 

跳ぶ男（青山文平） 

 

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

2019.2.12019.2.12019.2.12019.2.15555----3.143.143.143.14    


