
  

   

日 月 火 水 木 金 土 

10/16 17 

休館 

18 

受付 

19 20 21 22 

まつり 

23 

まつり 

24 

休館 

25 26 27 28 

休館 

29 

30 

ハロウィン 

31 

休館 

11/1 2 

講座 

3 4 5 

6 7 

休館 

8 9 10 11 12 

13 14 

休館 

15 読書マラソン「たくさんよむぞぅ。」

10/1～11/30  

‐EVENT‐ 図書館まつり 

‐SPECIAL‐ 特集・特設コーナー情報 

◇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 10月 15日発行  第 346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 

◆児童書 ： おいしいたべもの絵本特集  

             場所 図書館カウンター後ろ 

◆一般書 : 絵画！陶芸！芸術の秋  

          場所 図書館特集コーナー② 

１０月２２日（土）・２３日（日）に「図書館まつり」を開

催します。たくさんのご参加お待ちしています。 

 

■人形劇・読み聞かせ : １０月２２日（土）１３：３０～ 

■工   作 ： 『ハロウィンランタン作り』 

・２２日（土）１５：００～  

・２３日（日）１３：３０～  

■工作受付 ： 10月 8日（土）10：00～ 

各回先着８人 

図書館カウンターまたは電話で受付 
 

 

 

 

 

☆10月 30日（日）は「プチハロウィン」、本を借りてお菓子GET！☆ 

  １０月２７日（木）～１１月９日（水）は「秋の読書週間」

です。図書館ではこの読書週間にちなみ、読書マラソ

ン『たくさんよむぞぅ。』を開催します。 

 マラソンコースは「来館コース」と「冊数コース」の２

つから好きなコースを選べます。どちらのコースも中

間達成とゴールの時に素敵なプレゼントがあります。 
 

 ■開催期間 : １０月１日（土）～１１月３０日（水） 
 

★来館コース★ 

  図書館に来館して本を借りると１日１つスタンプ 

  ５個で中間・１０個でゴール！！ 

 ※図書館まつり・読書週間・イベント最終３日間は 

１日２つスタンプ 
 

★冊数コース★ 

  期間内に図書館で借りて読んだ本を台紙に記入 

  返却時にスタンプ 

  １０冊で中間・２０冊でゴール！！ 

‐EVENT‐ 読書マラソン１０周年 

‐EVENT‐ 健康講座 

東部４町図書館交流連携事業として『健康講座』を

開催します。池田町では保健センターから講師をお

招きして、『肥満の予防・改善をしよう！』をテーマに

お話いただきます。 

■日   時 ： 11月 2日（水）13：30～ 

■講座受付 ： 10月 18日（火）10：00～ 

先着 15人 

図書館カウンターまたは電話で受付 

※他の東部４町の健康講座の日程などは、図書館ホ

ームページまたはポスターをご覧ください。   

今月は広報いけだに「新刊本のお知らせ」の掲載はあ

りません。新刊については図書館ホームページや 

館内配布の図書館だよりをご覧ください。 

ねんどで作る 

ハロウィンランタン

７色に光るよ☆ 



 

 

◎児童書 新刊テープの色は「赤」です。 

土を育てる（ゲイブ・ブラウン） 

干す（西村豊） 

けなげな野菜図鑑（稲垣栄洋） 

散歩で見かける樹木の見分け方図鑑 

（岩谷美苗） 

メダカ飼育読本（戸松具視） 

サイトリニューアルの教科書（近藤皓） 

スマホで困ったときの大事典 

６０代からのスマホ便利帖 

声優になるには（山本健翔） 

あいまい・ぼんやり語辞典（森山卓郎） 

推したい私の韓国語（イダヒ） 

『呪術廻戦』で英語を学ぶ！（芥見下々） 

◎一般書 新刊テープの色は「赤」です。 
土砂災害の疑問５５ 

（日本応用地質学会災害地質研究部会） 

化石の復元、承ります。（木村由莉） 

図鑑を見ても名前がわからないのはなぜ

か？（須黒達巳） 

よくわかる土中環境（高田宏臣） 

家で死のう！（萬田緑平） 

面白くて眠れなくなる脳科学（毛内拡） 

ギャンブル依存と生きる（稲村厚） 

医者の僕が認知症の母と過ごす２３年間

のこと（森田豊） 

「加速思考」症候群（アウグスト・クリ） 

感覚過敏の僕が感じる世界（加藤路瑛） 

ステージ４の緩和ケア医が実践するがん

を悪化させない試み（山崎章郎） 

のどを鍛える長生きうがい（平野浩彦） 

血流ゼロトレ（堀江昭佳） 

日本の水族館五十三次（宮沢洋） 

ぽんこさんの暮らしのはてな？ 

（ウルバノヴィチ香苗） 

大人のヘアスタイリングの教科書 

（GARDEN） 

志麻さんのサクッと作れる極上おつまみ 

（タサン志麻） 

湘南 ERが教える大切な人を守るための

応急手当（湘南 ER） 

生後すぐからできる赤ちゃんの筋トレあ

そび（川島智世） 

つくりおき＆つくりわけ幼児食 

（黄川田としえ） 

ちっちゃなやさしさに、今日も救われてま

す（るしこ） 

終活中毒（秋吉理香子） 

夜の道標（芦沢央） 

乱鴉の空（あさのあつこ） 

此の世の果ての殺人（荒木あかね） 

営繕かるかや怪異譚 その３（小野不由美） 

空を駆ける（梶よう子） 

早番にまわしとけ（キタハラ） 

きらめきを落としても（鯨井あめ） 

アナベル・リイ（小池真理子） 

紅だ！（桜庭一樹） 

「十二国記」３０周年記念ガイドブック 

腹を割ったら血がでるだけさ（住野よる） 

祈りのカルテ ２（知念実希人） 

小さき王たち 第２部 泥流（堂場瞬一） 

殺人者の白い檻（長岡弘樹） 

汝、星のごとく（凪良ゆう） 

モノクロの夏に帰る（額賀澪） 

こいごころ（畠中恵） 

その本は（又吉直樹） 

よって件のごとし（宮部みゆき） 

クリ粥（山本一力） 

給食室のいちにち（イシヤマアズサ） 

おむすびくんのたび（いしあいつるえ） 

タコとだいこん（伊佐久美） 

パンしろくま（柴田ケイコ） 

とんかつのぼうけん（塚本やすし） 

ねずみさんのパンツ（ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ） 

アイスゆうえんち（のしさやか） 

ラストサバイバル １６（大久保開） 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＲＥＤ（尾田栄一郎） 

がっこうのおばけずかん（斉藤洋） 

おすしかめんサーモン ３（土門トキオ） 

渚くんをお兄ちゃんと呼ばない １４ 

（夜野せせり） 

名探偵ポアロ ハロウィーン・パーティ 

（アガサ・クリスティー） 

親子で作れる！摩訶不思議なサイエンス

スイーツ（太田さちか） 

マンガでたのしむ！科学の法則 

（うえたに夫婦） 

見たことのないものをつかまえたい！世

界の変な生き物探訪記（平坂寛） 

貝のふしぎ発見記（武田晋一） 

押す図鑑ボタン（西村まさゆき） 

こどもが探せる身近な場所のきれいな

石材図鑑（柴山元彦） 

タガヤセ！日本（白石優生） 

楽しくわかる！小学生のための楽譜の読

み方＆リズムのきほん（侘美秀俊） 

ウルトラマンデッカー＆全ウルトラヒー

ローひみつ大図鑑 

仮面ライダーギーツ＆全仮面ライダーひ

みつ大百科 

デリシャスパーティー♡プリキュアまちが

いさがしブック 

日本で一番わかりやすい九星方位気学の

本（田口二州） 

８０歳の壁（和田秀樹） 

目でみる日本史（岡部敬史） 

 

新着本のお知らせ - NEW - 

2022. 8.19 – 9.２２ 

薬屋のひとりごと １２（日向夏） 

最後の晩ごはん １８（椹野道流） 

日本にレイシズムがあることを知っていま

すか？（原由利子） 

行動経済学ってそういうことだったのか！ 

（太宰北斗） 

１８歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基

本ルール（消費者教育支援センター） 

ふすまのむこうがわ（芦沢茂喜） 

先住民族アイヌを学ぶ（藤戸ひろ子） 

これってどうなの？日常と科学の間にある

モヤモヤを解消する本（かきもち） 

化学技術者・研究者になるには（堀川晃菜） 


