
  

   

日 月 火 水 木 金 土

6/20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 7/1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

開館・イベントカレンダー （6/20～7/23） 

◇開館時間 火・木・金 : 10時～18時 30分 

            水   : 10時～19時 

         土・日・祝 : 10時～18時 
 

◇休館日 月曜日  （祝日の場合は次の平日） 

◇資料整理休館日 （第 4金曜日 ※7・9・12月を除く） 

TEL 015-572-6006  FAX 015-572-2828 

 

令和 4年 6月 15日発行  第 34２号 

編集・発行：池田町立図書館 （指定管理者：株式会社ドリームワーク） 

住所 池田町字西 1条 1丁目地先 

‐EVENT‐ 

‐EVENT‐ 

利用統計について ‐INFORMATION‐ 

‐EVENT‐ 

‐SPECIAL‐ 

休館 

  

休館 

休館日 6/20（月）・6/24（金）・6/27（月）・7/4（月） 
7/11（月）・7/19(火) 

 

 

休館 

 

休館 

 

休館 

 

休館 

一般書 児童書 合計 町民 町外 合計

33614冊 16399冊 50013冊 24698冊 642冊 25340冊

33459冊 16762冊 50221冊 24309冊 804冊 25113冊

町民 町外 合計 件数 冊数

5786人 144人 5930人 83件 293冊

5716人 192人 5908人 77件 273冊

◇蔵書冊数 ◇貸出冊数

◇貸出人数 ◇相互貸借（借受）

 

リサイクル市 

 

リサイクル市 

『 相互貸借 』 とは… 
 
池田町立図書館にない資料を、道内の他の図書館から借

りて利用できるサービスです。館内に探している本がな

い際は、他の図書館が所蔵していないかお調べしますの

で、図書館カウンターにお尋ねください。 

※池田町に在住・在学・在勤している利用者の方が対象です。 

◆展示名 ： 『がんを身近に考える』巡回展示 

◆場  所 ： 池田町立図書館 特設会場 

◆日  程 ： ７月５日（火） ～ ７月 28日（木） 

◆主  催 ： 国立研究開発法人 国立がん研究センター 

 

◆募集期間 ： 8月 2日（火） ～ 9月 29日（木） 

※詳細については、更新予定の図書館ＨＰお知らせにて。 

 
ガン展示 
～7/28 

 

海の日 
 
多目的室開放 
～8/12 



 

◎児童書 新刊テープの色は「桃色」です。 

学校のおばけずかん ハイ！（斉藤洋） 

まちのおばけずかん おばけコンテスト（斉藤

洋） 

コカチン 草原の姫、海原をゆく（佐和みず

え） 

世にも奇妙な商品カタログ 9 えらべる予言

書・心霊写真カメラ他(地図十行路) 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 17（廣嶋玲子） 

ふしぎ町のふしぎレストラン ５ こわくてお

いしいおかしの家（三田村信行） 

トントンとリッキのかいぞくせん（やえがしな

おこ） 

 

◎一般書 新刊テープの色は「桃色」です。 

三浦綾子論 その現代的意義（小田島本有） 

まだまだやるでのオ（東洵） 

彼女が知らない隣人たち（あさのあつこ） 

不屈の達磨 社長の椅子は誰のもの（安生正） 

テウトの創薬（岩木一麻） 

心心 東京の星、上海の月（石田衣良） 

生皮 あるセクシャルハラスメントの光景（井

上荒野） 

生者のポエトリー（岩井圭也） 

燕は戻ってこない（桐野夏生） 

ショートケーキ。（坂木司） 

倒産続きの彼女（新川帆立） 

剣持麗子のワンナイト推理（新川帆立） 

裏家電（嶋戸悠祐） 

二重らせんのスイッチ（辻堂ゆめ） 

女人入眼（永井紗耶子） 

月の王（馳星周） 

マスカレード・ゲーム（東野圭吾） 

団地のふたり（藤野千夜） 

シェア（真梨幸子） 

焔ノ地 天正伊賀之乱（結城充考） 

チョウセンアサガオの咲く夏（柚月裕子） 

ついでにジェントルメン（柚木麻子） 

大人の流儀 11 （伊集院静） 

カムカムマリコ（林真理子） 

ファンタスティックガール（キム・へジョン） 

春の心臓（イェイツ） 

 

金田一少年の事件簿 小説版 雷祭殺人事件

（天樹征丸） 

金田一少年の事件簿 小説版 オペラ座館・

新たなる殺人（天樹征丸） 

密室黄金時代の殺人 雪の館と六つのトリッ

ク（鴨崎暖炉） 

ビブリア古書堂の事件手帖 2-3 扉子と虚

ろな夢（三上延） 

戦争は女の顔をしていない（スヴェトラーナ・

アレクシエーヴィチ） 

 

13歳からの地政学 カイゾクと地球儀航海

（田中孝幸） 

大人になるってどういうこと？みんなで考

えよう１８歳成人（神内聡） 

少年法がよくわかる本 令和３年改正対応！

（廣瀬健二） 

会社四季報 2022年 2集春号 

世界一楽しい！会社四季報の読み方（藤川里

絵） 

最新パワハラ防止法対策がよ～くわかる本

（池辺健太） 

死体と FBI 情報提供者を殺した捜査官の

告白（ジョー・シャーキー） 

介護認定審査会委員が教える『困らない介護

の教科書』（河北美紀） 

高校の勉強のトリセツ（船登惟希） 

地震と火山と防災のはなし（楠城一嘉） 

動物園を考える（佐渡友陽一） 

名医が教える飲酒の科学 一生健康で飲むた

めの必修講義（葉石かおり） 

トコトンやさしいロボットの本（日本ロボット

工業会） 

北海道を味わう 四季折々の「食の王国」（小

泉武夫） 

ぬか床づくり 200年続く伝統の味と発酵

の技（下田敏子） 

 

おとうさんのぼり（くすのきしげのり） 

ゆきちゃんは、ぼくのともだち！（武田美穂） 

おせんべやけた！（長野ヒデ子） 

神社のえほん（羽尻利門） 

あげる（はらぺこめがね） 

えんどうまめばあさんとそらまめじいさん

のいそがしい毎日（降矢なな） 

アイドルになれるまほうのとびら（真瀬ひか

る） 

かみはこんなにくちゃくちゃだけど（ヨシタ

ケシンスケ） 

 

剪定「コツ」の教科書（木下透） 

ヨーグルトの本（向井智香） 

「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法

（鈴木真理子） 

もっと知りたいアイヌの美術（山崎幸治） 

嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えた

のか（鈴木忠平） 

口にするほどきらめくときめく美しい言葉

（高橋こうじ） 

韓国語超入門ブック（石田美智代） 

 

みんなで図書館活動この本、おすすめしま

す！ １・２ （『この本、おすすめします！』編集

委員会） 

おったまげクイズ 500 （ジェーン・ウィルシ

ャー） 

続ける力（鳥居志帆） 

小学生の何でもお悩み相談室（関和之） 

ドラえもん科学ワールド specialみんなの

ための医学入門（藤子・F・不二雄） 

すがたをかえるたべものしゃしんえほん 18

日本酒ができるまで（宮崎祥子） 

 

新着本のお知らせ - NEW - 

2022. 4.22 – 5.19 

「なぜ！？」からはじめる世界史（津野田興一） 

十勝のアイヌ民族（加藤公夫） 

 

これだけは読んでおきたいすてきな絵本

100（木村美幸） 

誰もが幸せに成長できる心理的安全性の高

め方（松村亜里） 

生きベタさん（釈徹宗） 

あなたの心に青空を（瀬戸内寂聴） 

古代遺跡大図鑑（森谷公俊） 

 

 

 

 

 

 

 


