ヤングアダルト（ＹＡ）新刊案内
作者

タイトル

わ ん
分類

資料コード

石川 宏千花/作

死神うどんカフェ1号店 2杯目

913

120769617

渡辺 仙州/著

文学少年と運命の書

913

120769834

ロイス ローリー/著
島津 やよい/画

メッセンジャー 緑の森の使者

933

120769682

上橋 菜穂子/著
佐藤 多佳子/著
ジェニファー

A.ニールセン/作

橋本 恵/訳
キャロル ヴォーダマン/ほか著

藤井 久子/著
佐藤 さとる/著

鹿の王 上
鹿の王 下
シロガラス
シロガラス

生き残った者
還って行く者
1 パワー・ストーン
2 めざめ

偽りの王子

カーシア国3部作 1

親子で学ぶ英語図鑑
基礎からわかるビジュアルガイド
発見!しごと偉人伝
農業者という生き方
オウリィと呼ばれたころ
終戦をはさんだ自伝物語

913
913

120770284
120770276
120770268
120771050

933

120771035

830

112524228

61

120770185

910

120771084

大崎 梢/著

だいじな本のみつけ方

F

112530498

時雨沢 恵一/著

キノの旅
the Beautiful World Beautiful World 18

BF

112528732

川原 礫/著

アクセル・ワールド 17 星の揺りかご

BF

112528765

西尾 維新/著

終物語 続

BF

112525795

細音 啓/著

S.I.R.E.N. 次世代新生物統合研究特区 3

BF

112525522

鎌池 和馬/著

未踏召喚://ブラッドサイン

BF

112524608

佐島 勤/著

魔法科高校の劣等生 14 古都内乱編 上

BF

112524582

支倉 凍砂/著

マグダラで眠れ 6

BF

112524574

和ケ原 聡司/著

はたらく魔王さま! 0

BF

112524558

犬山市立図書館

子どもでも大人でもない＝ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り

2015 年 2 月～3 月号

No.30（隔月発行）

★新着図書 PICK UP★
『シロガラス 1

パワー・ストーン』

佐藤 多佳子/著
偕成社 913 120770268
地元のパワースポットである白烏神社に暮らしている、藤堂千里
は古武術の天才少女。そこで行われた祭りで子ども神楽の剣士をつ
とめたのち、宴に顔を出すことに。ところがそこには予想しなかっ
たクラスメートたちがいて…。
少年少女たちが不思議な出来事に巻き込まれていく、エンターテ
イメント小説！

『未踏召喚://ブラッドサイン』
鎌池 和馬/著
KADOKAWA BF 112524608
少女が発する『呪いの言葉（たすけて）
』
。
召喚士の間でも一等の実力を持つ少年・城山恭介には、唯一に
して最大の弱点があった。それが『呪いの言葉』
。
その言葉に応えた恭介は、召喚士三大勢力が争う戦いに巻き
込まれていくのだった。

利用案内

開館時間
本館：午前 10 時～午後 6 時
楽田ふれあい図書館：午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分
休館日
本館：毎週月曜日（祝日・振替休日は次の平日が休館）
携帯用ＨＰ
楽田ふれあい図書館：毎週月～金曜日
年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日）
、館内特別整理期間
貸出点数
図書 10 点まで ／ 雑誌 3 点まで
ＡＶ資料（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど）2 点まで
※すべて合わせて 10 点までとなります。
貸出期間 15 日間
https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/wopc/pc/mSrv

『だいじな本のみつけ方』
大崎 梢/著
光文社 F 112530498
本が大好きな中学生 2 年生・野乃香。ある日学校の手洗い場で、
1 冊の本の忘れ物を発見する。好奇心から中をのぞいてみると、そ
れはまだ発売されていないはずの最新刊で…！？
一体この本の持ち主は誰なのか？野乃香と図書委員男子が 1 冊の
本をめぐって謎解きを開始！

★ティーンズのおすすめ本★

『アイスプラネット』
椎名 誠/著 講談社 913 120764394

ティーンズが実際に読んで面白かった本を紹介します！
同世代の皆がどんな本を読んでいるのか、そしておすすめはどんな本なのか、
ちょっと覗いてみましょう♪恋の季節、ホットチョコレートとともに読んでみては？

この本は 11 のお話が入っている短編集です。その中でも表題の『アイス
プラネット』が出てくる『ぼくのおじさん』は中学校の教科書にも載って
いて、おなじみのお話です。ぜひ読んでみて下さい。
中学生

あさの

『No.6 ＃1～＃9』
あつこ/作 講談社 913 120613096 ほか

『妖怪アパートの幽雅な日常 1～10』
香月 日輪/著 講談社 913 120668405 ほか

理想都市「No.6」に住む主人公・紫苑。12 回目の誕生日に運命が変わるほどの大

高校 1 年生の時に不思議な「妖怪アパート」にやってきた

事件が起きた。その日から生活ががらりと変わり、迷の青年「ネズミ」と出会う。
そして 2 人は理想都市「No.6」の秘密に立ち向かうのだった。

稲葉夕士。住人たちとさまざまな体験をしながら大きく成

スリルや愛に満ちたお話です！

長していきます。心に残る言葉も多く、美味しそうなご飯
高校生

『西の魔女が死んだ』
梨木 香歩/作 小学館 913 120324264

もたくさんでてきて、どの巻も楽しくておすすめです。

女子

『今夜は眠れない』
宮部 みゆき/著 中央公論社 F 110648672

『必ず役立つ吹奏楽ハンドブック』
丸谷 明夫/監修
ヤマハミュージックメディア 764 112318621

主人公のまいと、そのおばあちゃんとのエピソー
ドを描いた作品です。おばあちゃんの人柄がとても

ある日突然、5 億円という大金を手に入れてしまった一家。
その 5 億円を巡って起こる出来事が、長男の視点で書かれていま

温かくておもしろいです。

す。大人の勝手な思い込みや、思いもよらない真実を少年が知っ

ラストにとても感動します。
中学生

女子

女子

吹奏楽界で人気・知名度ともにナンバー1 の丸谷明夫さんが監修した本
です。吹奏楽とは何かなどの入門編から、練習の仕方などの実践編まで

ていく様子がおもしろいです。

載っています。吹奏楽について知りたい人や、楽器を上手に吹きたいと
思っている人にとてもおすすめです！！
中学生

『A コース』
山田 悠介/作 幻冬舎 F

『キツネのかぎや 5 白ワシのかんむり』
三田村 信行/作 夏目 尚吾/絵 あかね書
房 913 120490131

111737227

夏休みのある日、暇つぶしに主人公は友達と新作ゲ
ーム「バーチャルワールド」を体験しに行くことに。

キツネのかぎやシリーズ 5 作目。今回の舞台は

ところが、現実の世界ではないバーチャルの世界で、

ワシの国。ワシたちが王様の冠が入っている箱の

本当に生死をかけた脱出ゲームをすることになって

鍵を開けようとします。さぁ、キツネはどうした

しまう。スリル満点のお話です。

のでしょうか？？
高校生

女子

『もしかしたら名探偵』
杉山 亮/作 中川 大輔/絵 改訂
偕成社 913 120746755
シルキー杉山という探偵が主人公の、シリーズ 1
作目。実は本をじっくりすみまで見れば、シルキ

犬山出身の夏目尚吾さんが絵を描かれています。
中学生

ー杉山より先に謎の答えが分かります！

女子

さあ、あなたも名探偵！
中学生

『学校犬クロの一生 みんなに愛され石像になった』
今泉 耕介/作 日高 康志/画 ハート出版 64 120509112

学校で世話をすることになった犬のクロ。クロの世話なんて面
倒くさい、でも保健所に連れて行かれるのは可哀相･･･とどこか
他人事だった子供たちが、いつしかクロを守るために頑張って
いく姿に感動しました。
女子

女子

『ここはボツコニアン 1』
宮部 みゆき/著
集英社 F 112375217
宮部みゆきさんの作品です。まるで RPG のような新感覚のファンタジー小説。
主人公の少年ピノと少女ピピ、二人のサポート役「世界のトリセツ」
。さらには
多くの“ボツネタ”たちも巻き込んで、笑えて楽しい冒険の始まりです！
是非読んでみて下さい！現在 4 巻まで刊行中です！
中学生

女子

女子

