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作者 タイトル 分類 資料コード 

吉野 万理子/著 オレさすらいの転校生 913 120799523 

小林 深雪/著  14歳 YA!ENTERTAINMENT YA!アンソロジー 913 120850201 

いとう みく/著 車夫 2 913 120799739 

はやみね かおる/著 都会(まち)のトム&ソーヤ 14上 913 120799630 

ミシェル ペイヴァー/著 神々と戦士たち 3 ケフティウの呪文 933 120799929 

リック リオーダン/著 オリンポスの神々と7人の英雄 外伝 933 112749403 

夏目 漱石/ほか著 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 913 120799812 

梨屋 アリエ/著 きみのためにはだれも泣かない 913 120851118 

いずみ 吉紘/脚本 仰げば尊し [2] 部活系空色ノベルズ 913 120852876 

西尾 維新/著 掟上今日子の旅行記 Ｆ 112749403 

くずもち/著 新・俺と蛙さんの異世界放浪記  933 120799911 

山本 博文/監修 そもそもなぜをサイエンス 4 植物はどうして緑なのか 408 120799499 

西山 朗子/著 重ねるだけでおいしいスコップケーキ 596.6 112750625 

WILLこども知育研究所/編著 作業療法士の一日 36 120799838 

中井 久夫/著 いじめのある世界に生きる君たちへ 37 120851605 

岩田 健太郎/著 感染症医が教える性の話 36 120850961 

新海 誠/原作 小説ほしのこえ BF 112753306 

伊達 康/著 友人キャラは大変ですか? BF 112754916 

牧野 圭祐/著 月とライカと吸血姫(ノスフェラトゥ) BF 112754890 

大森 藤ノ/著 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝7 BF 112754932 

川原 礫/著 アクセル・ワールド 21 雪の妖精 BF 112176680 

鎌池 和馬/著 未踏召喚://ブラッドサイン 6 BF 112752373 

前田 珠子/著 鬱金の暁闇 29 破妖の剣 6 BF 112751458 

永瀬 さらさ/著 噓つき婚約コンチェルト BF 112750237 

丸戸 史明/著 冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 11 BF 112749114 

わ ん 

犬山市立図書館 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・振替休日の場合は翌日が休館） 

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 

本館 2 階学習室 ※図書館行事の為開放しない日もあります。 
開放時間：午前 10 時～午後 5時 45分 

 席数：平日約 30 席、土日祝日約 60 席利用できます。 

携帯用ＨＰ 

https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/wopc/pc/mSrv 

★新着資料 PICK UP★ 

『友人キャラは大変ですか?』 
伊達 康/著 

小学館 2016.12 BF 112754916 
 

 友人ポジションのプロ・小林一郎は、高校デビュー初日、ついに

逸材を見つけた！名前(火乃森龍牙)も、見た目(金髪長髪美形)も、

本職(魔王退治)も、王道主人公の彼の友人は、それはそれは楽しい

毎日だった！ 

…が、ちょっと待て！スポットライトの向きが違わないか！？ 

『月とライカと吸血姫(ノスフェラトゥ)』 
牧野 圭祐/著 

小学館 2016.12 BF 112754890 
 

 それは未だ有人宇宙飛行が叶わなかった時代。 

とある宇宙飛行実験場で、一人の宇宙飛行士志望の青年と、 

吸血鬼の少女が出会った。 

有人飛行の実験台、そして監視係として選ばれた二人は、厳しい

訓練を乗り越えながら、宇宙を目指すのだった。 

『きみのためにはだれも泣かない』 
 梨屋 アリエ/著 

ポプラ社 2016.12 913 120851118 
 

 中 1の鈴理が恋をしたのは、高校生の近藤彗。でも彗はクラスの湯川

夏海に好意を寄せているらしい。ところが夏海は、自身の恋愛よりも、

親友の野上未莉亜の変化が気になっていて…。 

中学生、高校生たちの心を瑞々しく描く。 

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 

『いじめのある世界に生きる君たちへ 

いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉』 
中井 久夫/著 

中央公論新社 2016.12 37 120851605 
 

 見た目には表れなくても、体の中では想像できないくらい傷ついてい

る。いじめの悪循環を表現し、子どもだけでなく、周りの大人にもメッ

セージを贈る。サバイバルのきっかけになりますように…。 

ONE 

おすすめの新刊 



             

 

 

 

 

 

 

稲沢市出身、愛知淑徳大学卒業の著者が描く、名古屋が舞台の小説  

『学校のセンセイ』飛鳥井 千砂/著 F 111877700  
豊橋市に住む女性が難病と闘った実話 

『１リットルの涙』木藤 亜也/著 916 112048145 
名古屋でフィギュアスケートに打ち込む少女の物語  

『銀盤のトレース』碧野 圭/著 F 112247291  
名古屋市の学習塾の塾長が書いたノンフィクション 

『学年ビリのギャルが 1年で偏差値を 40上げて慶應大学に現役合格した話』 
坪田 信貴/著 376.8 112134457 

アニメ版では犬山橋や JR 名古屋駅、 

JR セントラルタワーズが登場します！ 

『僕は友達が少ない』全 11巻 
平坂 読/著 

KADOKAWA BF 112743026 

 
まさに 2016 年、聖地巡礼が話題に！ 

飛騨市がモデルとなっています 

『小説君の名は。』 
新海 誠/著  

KADOKAWA BF 112739123 
 

美濃加茂市をモデルにしている 

農業高校青春小説 

『のうりん』1～13巻 
白鳥 士郎/著 

SBクリエイティブ BF  

アニメ版では、明治村内の聖ザビエル天主堂や 

帝国ホテル中央玄関などがモデルとして描かれました 

『Fate/Zero』全 6巻 
虚淵 玄/著  

星海社 BF 

白川郷がモデルとなったミステリー小説 

『ひぐらしの鳴く頃に』全 16巻 
竜騎士 07/著 

講談社 F 

 

20 人分のレシピが盛りだくさん！ 

たくさん作って友達みんなに配っちゃおう♡ 

アニメ版では大須がモデルに描かれた場面も 

『冴えない彼女(ヒロイン)の育て方』 

1～11 巻 
丸戸 史明/著 

KADOKAWA BF  

 

とんでもなく好きだから、実際に行ってみたい！ 

とんでもなく好きだから、物語の世界観を感じてみたい！ 

好きな物語のワンシーン。あの映画に出てきたお店、建物。 

愛知や岐阜が舞台・ロケ地になっている作品です。 

名古屋メシ、そしてお馴染みの 

喫茶店名が多数登場！ 

『8番目のカフェテリアガール』1～2巻 
石原 宙/著  

集英社 BF 
 

＜犬山ロケ作品＞ 明治村で撮影が行われたよ☆彡 
 

『クロサギ』石井 康晴/監督•山下智久/[ほか]出演 170012546 

『謝罪の王様』水田 伸生/監督 阿部 サダヲ/出演 井上 真央/[ほか]出演 170015978 

『母と暮せば』山田 洋次/監督 吉永 小百合/出演 二宮 和也[ほか]/出演 170016463 

『日本のいちばん長い日』原田 眞人/監督 役所 広司[ほか]/出演 170015978 

『聯合艦隊司令長官  山本五十六』成島 出/監督 役所 広司[ほか]/出演 170014674 
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