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作者 タイトル 分類 資料コード 

八束 澄子/著 明日のひこうき雲 913 120855697 

小泉 八雲/ほか著  文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 呪 913 120855424 

星 新一/ほか著 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 霊 913 120855655 

いとう みく/著 カーネーション 913 120857156 

日向 理恵子/著 雨ふる本屋とうずまき天気 913 120857065 

西尾 維新/著 掟上今日子の裏表紙 F 112779533 

西尾 維新/著 人類最強のときめき F 112774849 

WILLこども知育研究所/編著 臨床工学技士の一日 498 120857438 

井上 こみち/著 動物看護師になるには なるには BOOKS 366 112771787 

吉村 総一郎/著 高校生からはじめるプログラミング 547 112774500 

長岡 慎介/著 お金ってなんだろう? あなたと考えたいこれからの経済 33 120857321 

小山田 大/監修 ジュニアのためのボルダリング実践テク上達バイブル 78 120857313 

金原 瑞人/監修 金原瑞人<監修>による12歳からの読書案内 01 120857255 

竹村 真奈/編著 シルバニアファミリーコレクションブック 759 112779657 

石川 宏千花/著 少年 Nのいない世界 02 BF 112778246 

和ケ原 聡司/著 はたらく魔王さま! 17 BF 112777206 

支倉 凍砂/著 狼と香辛料 19 BF 112777222 

鎌池 和馬/著 新約とある魔術の禁書目録(インデックス) 18 BF 112777263 

トネ コーケン/著 スーパーカブ BF 112779160 

牧野 圭祐/著 月とライカと吸血姫(ノスフェラトゥ) 2 BF 112774633 

伊達 康/著 友人キャラは大変ですか? 2 BF 112777156 

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[8] ソード・オラトリア 8 
BF 112773510 

竜ノ湖太郎/著 ラストエンブリオ 4 王の帰還 BF 112771449 

糸森 環/著 令嬢鑑定士と画廊の悪魔 [2] 永遠の恋を描く者たち BF 112771456 

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 

『はたらく魔王さま! 17』 
和ケ原 聡司/著 

KADOKAWA 2017.5 BF 112777206 
 

 正社員登用試験に落ちた魔王は悔しさを仕事にぶつける。 

「大魔王の遺産」最後の一つの行方など、解決すべき問題も山積み。

異世界に戻るのか、日本で仕事を続けるのか、今後のキャリアに悩む

魔王のとる選択肢とは-。 

 

『令嬢鑑定士と画廊の悪魔 2』 
糸森 環/著 

KADOKAWA 2017.4 BF 112771456 
 

 養父ペテロン殺しの容疑で、悪魔のジョンが教会に拘束された。

無実を証明しないと、一緒にいられない。リズはジョンを取り戻す

ため、真犯人の悪魔が棲む絵画を追うが、待っていたのは「神が 

宿る」という絵で…。 

 

『明日のひこうき雲』 
 八束 澄子/著 

ポプラ社 2017.4 913 120855697 
 

 家族の問題に直面し、晴れない心を抱える遊。ある日、遊の目にと

びこんできた、ひとりの少年。おもむろにふりかえった鋭いまなざし

を見た、そのとき-遊は恋に落ちた。 

14歳の等身大の、恋、友情、葛藤を描く青春小説。 

 

『ジュニアのためのボルダリング 実践テク上達バイブル』 
小山田 大/監修 

メイツ出版 2017.5 78 120857313 
 

 ボルダリングが上達するためのテクニックを、世界で活躍する 

選手の実演とともに解説。10代に必要なトレーニング法やコンペ 

当日までの計画の立て方、基本テクニック Q&Aも収録する。 

文：(株)図書館流通センター 

ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り 

犬山市立図書館 

 

「わん」には、 

【わんまる君】、「特別な

1冊」の【ONE】の 

意味が込められてるよ♪ 

 

あたらしく入った本★ 

おすすめの新刊★ 

http://3.bp.blogspot.com/-LDdtTqcloUM/U5hUYgfynsI/AAAAAAAAhIs/OlaQCr2lKVs/s800/bg_pattern2_aozora.png
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http://www.irasutoya.com/2012/08/blog-post_25.html


                      

 

 

『岩合光昭と動物園・水族館を歩く』 
岩合 光昭/著 朝日新聞出版 480 112447180 

 

動物写真家・岩合光昭さんの写真は、表情豊かな生きものたち

ばかり。撮影のアドバイスも満載で、早く動物園や水族館に行

きたくなっちゃう！ 

『水族館で珍に会う』 
中村 元/監修 写真 

エンターブレイン 481 112428123 
 

見たこともない珍し～い生きものをご紹介。 

特徴から飼育の仕方、展示の仕方まで、 

水族館プロデューサーが解説します。 
 

『東山絶滅動物園』 

武藤 健二/写真 佐々木 シュウジ/文 

三恵社 A48 112717830 

『中村元の全国水族館ガイド 115』 

中村 元/写真 著 長崎出版 480 112407515 
 

動物と触れ合う仕事 

『動物園飼育員・水族館飼育員になるには』 
高岡 昌江/著 ぺりかん社 366 112758222 

 

『動物翻訳家 心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー』 
片野 ゆか/著 集英社 480 112587050 

 

 

『会える!東海のどうぶつ 

見られる!さわれる!今すぐ会いたい!かわいいどうぶつ 170』 
ぴあ株式会社中部支局 480 112769971 

 

東海エリアで会えるどうぶつたちを一挙に紹介！ 

今度の休みはどの子に会いに行こうかなっ★ 

『ぱんだ 上野のぱんだ、和歌山のぱんだ、中国のぱんだ』 

岩合 光昭/著 クレヴィス 489 112377643 
 

『ゆらゆらチンアナゴ』 

横塚 眞己人/しゃしん 江口 絵理/ぶん  

ほるぷ出版 E 120771423 
 

砂から顔を出してゆらゆら～。みんな気になるチンアナゴ。

一体どんな生きものか知ってる！？ 
 

『ひつじがすき』 

佐々倉 裕美/文 佐々倉 実/写真  

山と溪谷社 645 111930376 
 

『ZOO っといっしょ 

東山動植物園公認ガイドブック』 
東山動物園くらぶ/編 

中日新聞社 480 112767231 

『シャバーニ!  
東山動植物園オフィシャルゴリラ写真集』 

東山動植物園/監修 

扶桑社 489 310062211（楽田分館所蔵） 
 

『こざる温泉』 
福田 幸広/写真 ゆうき えつこ/文 

日経ナショナルジオグラフィック社 748 112756523 
 

 行ってみよう！東山動物園  
 

DVD『An aquarium-水族館-  

名古屋港水族館』 
名古屋港水族館/監修・撮影協力 

NHK エンタープライズ 170015861 
 

日本の海の魚や世界の熱帯魚、 

イルカやシャチのトレーニング、 

ペンギンの群れにイワシのトルネード。 

自宅が水族館に早変わり！ 
 

 行ってみよう！名古屋港水族館  
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