
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜図書館からのお願い＞ 

※館内での飲食・携帯電話のご使用はご遠慮ください。。※１階ロビーでのみ水分補給をしていただきますようお願いいたします。 

※本は大切に扱ってくださいますようお願いいたします。破れた時はカウンターにお申し出ください。 

図書館で修理いたします。 

※多くの方にご利用頂くために書き込み・切り取りは絶対にしないでください。 

※DVD 等視聴覚資料の取扱いは慎重にお願いいたします。弁償となった場合は著作権分が市販価格に上乗せとなり、高額となる場合が

ございます。 

日時：７月３日（日） 午後２時～３時３０分 

場所：図書館会議室  参加料：無料 

定員：１０名（先着順）  ※マスク着用 

   課題本いずれかをお読みになりご参加ください。 

対象者：18 歳以上 

内容：課題本『少年口伝隊一九四五』井上ひさし著 

      『夏の花』原民喜著 

      『黒い雨』井伏鱒二著 

運営：ボランティアサークル 江南ブッククラブ 

申込・問合せ：６月１１日（土）～７月１日（金）に 

図書館まで（午前 9 時～電話可） 

発行：江南市立図書館 

      〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明 82 番地 

      TEL：（０５８７）５６－２３０６  URL：https//lib-konan.aichi.jp/ 

日時：６月１８日（土） 午後３時～   

場所：図書館会議室  参加料：無料 

語り手：ボランティアサークル江南おはなしのろうそく   

対象者：5 歳から（大人も参加可） 

定員：５組（先着順） ※マスク着用 

内容：絵本や紙芝居などを使わないおはなし会  

申込・問合せ：６月４日（土）～１７日（金）に 

図書館まで（午前 9 時～電話可） 

日時：６月１１日（土） 午後３時～ 

場所：図書館会議室  参加料：無料 

内容：外国の昔話を外国の言葉で楽しもう 

朗読者：市国際交流協会会員「ふくらの家」 

対象者：幼児から（大人も参加可） 

定員：５組（先着順）  ※マスク着用 

申込・問合せ：６月１日（水）～１０日（金）に 

図書館まで（午前 9 時～電話可） 

日時：６月１９日（日） 午後３時～ 

場所：図書館会議室  参加料：無料 

内容：絵本の読み聞かせと簡単工作 

朗読者：図書館スタッフ 

対象者：幼児・小学校低学年 

定員：４組（先着順）  ※マスク着用 

申込・問合せ：６月５日（日）～１８日（土）に 

図書館まで（午前 9 時～電話可） 

6 月 10 日は…時の記念日 

世界 の 紙芝居 ストーリーテリング 

手作りの おはなし会 みんなで ブックトーク 

６月の予定 

 

世界の紙芝居 市国際交流協会会員（ふくらの家） 

１１日（土）午後３時［図書館会議室］※要申込 

 

ストーリーテリング ボランティアサークル江南おはなしのろうそく 

１８日（土）午後３時［図書館会議室］※要申込 

 

手づくりのおはなし会 図書館スタッフ 

１９日（日）午後３時［図書館会議室］※要申込 

 

みんなでブックトーク ボランティアサークル江南ブッククラブ  

７月３日（日）午後２時［図書館会議室］※要申込 

 

１５９サ ディズニーの元人材トレーナーが教える夢をかなえる時間の使い方 櫻井恵里子／著 大和書房 

  「ハピネスを呼び込む時間術」を身につけ、もっと幸せになる! 「何のために時間がほしいか」という目的を定めるとこ 

ろから「長期的な時間術」「1 年の時間術」「1 日の時間術」の流れで、夢をかなえる時間の使い方を伝える。 

４４９ 世界を変えた 12 の時計 時間と人間の 1 万年史 デイヴィッド・ルーニー／著 河出書房新社 

   より精密で正確な時を安定的に刻むための技術が生まれるたびに、時計が刻む「時間」は人間の暮らしをどう変えてき

たのか。時計が登場して以来の文明の歴史の一端を、日時計から原子時計まで、12 の時計を中心に語る。 

５９０ がんばりすぎない家事の時短図鑑 田中ナオミ／著 エクスナレッジ 

料理、洗たく、そうじ、収納など、すべての家事は「正しい時短動線」が分かれば効率化できる。貯まった時間で、諦 

めてきたことができるようになる。建築士が設計的視点で家事と住まいの時短術を紹介する。 

９１３オ アリバイ崩し承ります 大山誠一郎／著 実業之日本社 

  時計にまつわる依頼は何でも受けるという美谷時計店。難事件を抱える捜査一課の新米刑事は、アリバイ崩しを依頼す

る。店主の美谷時乃は、謎を解き明かせるのか? 『月刊ジェイ・ノベル』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。 

 

 

https://lib-konan.aichi.jp/ 
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                              （2022/4/18～2022/5/15） 

                                 ※一部のみのご紹介となります。 

 

 

産業・芸術・スポーツ（600～799） 

コールセンターもしもし日記 吉川徹／著 673.3 

鉄道路線をくらべて楽しむ地図帳 寺本光照／編著 686.2 

はじめての実用おりがみ 小林一夫／監修 754.9 

小澤征爾、兄弟と語る 小澤俊夫／ほか著 762.1 

将棋のひみつ 羽生善治／監修 796 

   

語学・文学（800～999） 

サスペンス小説の書き方 パトリシア・ハイスミス／著 901 ハ 

100 年後も読み継がれる児童文学の書き方 村山早紀／著 909 ム 

闇で味わう日本文学 中野純/著 910.2 ナ 

厨に暮らす  宇多喜代子／著 911.30 

花嫁、街道を行く 赤川次郎／著 913 ア 

六法推理 五十嵐律人／著 913 イ 

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎/著 913 イ 

布武の果て 上田秀人/著 913/ウ 

さよならに反する現象 乙一/著 913 オ 

逆転のアリバイ 香納諒一／著 913 カ 

渚の螢火 坂上泉/著 913 サ 

夏が破れる 新庄耕/著 913 シ 

剣持麗子のワンナイト推理  新川帆立/著 913 シ 

二重らせんのスイッチ 辻堂ゆめ／著 913 ツ 

スクイッド荘の殺人 東川篤哉／著 913 ヒ 

マスカレード・ゲーム 東野圭吾／著 913 ヒ 

スタッフロール 深緑野分／著 913 フ 

道徳教室 高橋秀実/著 914 タ 

永遠の真夜中の都市 チャーリー・ジェーン・アンダーズ／著 933 ア 

あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ／著 933 ス 

味比べ  B913 ア 

幽世の薬剤師 紺野天龍／著 B913 コ 

悪の包囲 堂場瞬一／著 B91/ト 

 

 

総記・哲学・歴史・地理（001～299） 

これだけは読んでおきたいすてきな絵本 100 木村美幸／著 019.5 

 60 代からの幸福をつかむ極意 齋藤孝／著 133 

宮廷女性の戦国史 神田裕理／著 210.47 

教科書には載っていない維新直後の日本 安藤優一郎／著 210.61 

関西・名古屋から行くオートキャンプ場ガイド - 291 

   

社会科学・自然科学（300～499） 

世界一楽しい!会社四季報の読み方 藤川里絵／著 338.1 

もう「反抗期」で悩まない! 沼田晶弘／著 371.4 

私の老後私の年金 長尾義弘／著 364 

育児・介護休業法 小磯優子／ほか著 366.3 

こどもスマホルール 竹内和雄／著 379.9 

甲状腺の病気といわれたら 西川光重／ほか編著 493.49 

完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾和宏／ほか編著 493.18 

ウルトラ図解骨粗鬆症 竹内靖博／監修 493.6 

女はいつも、どっかが痛い やまざきあつこ／著 495 

今日から減酒! 倉持穣／著 498.32 

   

技術・家政学（500～599） 

脱ペーパードライバー 森下えみこ／著・イラスト 537.8 

Twitter 基本+活用ワザ 田口和裕／ほか著 547 

70 からはメリハリ元気で自然な暮らし 沖幸子／著 590 

きれいに作れる帽子 赤峰清香／著 593.3 

韓国料理でひとりごはん キムヨンジョン／著 596.22 

今日のうどん 満留邦子／著 596.38 

キャンプで淹れるおいしい珈琲 小林キユウ／写真・文 596.7 

 


