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「としょかんまつり」を半田市立図書館にて開催します            ６月のお休み 

 

おはなし会やメモ帳づくり、録音体験や工作などができる 

楽しいおまつりです。（参加無料）  

日時:7 月 9 日（土） 

場所:半田市立図書館 2 階 

■第 1 部の時間:11 時~11 時 40 分 

対象:3 歳以下の子どもとその保護者（定員 20 名） 

■第 2 部の時間:13 時 30 分～15 時 15 分 

対象:子どもから大人まで（定員 20 名） 

申込み:6 月 10 日（金）から 6 月 17 日（金）までに半田市立図書館窓口または電話にて受付いたします。 

応募者多数の場合は抽選を行ない、6 月 24 日金曜日までに当落を連絡いたします。 

新刊案内 ｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣｣ 

■総記・ジャーナリズム・宗教   

争う 栗本英世／編 大阪大学出版会 知識 

オッサンの壁 佐藤千矢子／著 講談社 ジャーナリズム 

いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問 橋爪大三郎／著 文藝春秋 宗教 

 ■歴史・伝記    

縄文人は海を越えたか? 水ノ江和同／著 朝日新聞出版 古代史 

江戸藩邸へようこそ 久住祐一郎／著 集英社インターナショナル 近世史 

生き直す 高峰武／著 弦書房 免田栄 

 ■社会科学       

祝祭の陰で 2020-2021 雨宮処凛／著 岩波書店 社会事情 

ゼレンスキー大統領、世界に向けた魂の演

説集 
ゼレンスキー／[述] 扶桑社 政治 

何があっても潰れない会社 田宮寛之／著 SB クリエイティブ 経営 

ことばをひきだす親子あそび 寺田奈々／著 小学館 家庭教育 

■自然科学    

科学のトリセツ 元村有希子／著 毎日新聞出版 自然科学 

図説空から見る日本の地すべり・山体崩壊 八木浩司、井口隆／著 朝倉書店 地学 

ウォーキングで出合う!!日本の固有植物図鑑 海老原淳／監修 山川出版社 生物学 

動物たちのナビゲーションの謎を解く デイビッド・バリー／著 インターシフト 動物 
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■技術・家政・農業    

生きつづける民家 中村琢巳／著 吉川弘文館 建築 

戦争と科学者 安斎育郎／著 かもがわ出版 軍事工学 

結局、老後 2000 万円問題ってどうなった
んですか? 

岩城みずほ／著 サンマーク出版 家庭経済 

夫婦で 1 からはじめる家庭菜園 福田俊／監修 ブティック社 園芸 

何が記者を殺すのか 斉加尚代／著 集英社 ドキュメンタリー 

■芸術・スポーツ・言語    

映画を早送りで観る人たち 稲田豊史／著 光文社 映画 

アントニオ猪木 瑞佐富郎／著 新潮社 スポーツ 

将棋のひみつ 羽生善治／監修 
メイツユニバーサルコンテ
ンツ 

将棋 

韓国語楽習法 黒田勝弘／[著] KADOKAWA 言語 

■日本の文学    

物語のあるところ 吉田篤弘／著 筑摩書房 文学 

西村京太郎の推理世界 オール讀物／責任編集 文藝春秋 西村京太郎 

森鷗外 海堂尊／著 筑摩書房 森鷗外 

短歌の時間 東直子／編著 春陽堂書店 短歌 

六法推理 五十嵐律人／著 KADOKAWA 小説 

生皮 井上荒野／著 朝日新聞出版 小説 

料理道具屋にようこそ 上野歩／著 小学館 小説 

さよならに反する現象 乙一／著 KADOKAWA 小説 

これでいくほかないのよ 片岡義男／著 亜紀書房 小説 

女人入眼 永井紗耶子／著 中央公論新社 小説 

泣き虫先生 ねじめ正一／著 新日本出版社 小説 

団地のふたり 藤野千夜／著 U-NEXT 小説 

端午のとうふ 山本一力／著 朝日新聞出版 小説 

タダキ君、勉強してる? 伊集院静／著 集英社 エッセイ 

折れない言葉 五木寛之／著 毎日新聞出版 エッセイ 

■外国の文学    

流浪蒼穹 郝景芳／著 早川書房 韓国文学 

ピラネージ スザンナ・クラーク／著 東京創元社 英米文学 

ひとりの双子 ブリット・ベネット／著 早川書房 英米文学 

メキシカン・ゴシック シルヴィア・モレノ=ガルシア／著 早川書房 英米文学 

氷の城 タリアイ・ヴェーソス／著 国書刊行会 フランス文学 

◎館内の検索端末や図書館のホームページからも新刊図書の検索ができます。 

検索の方法など詳しくは、受付までお尋ねください。 

 

 


