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作者 タイトル 分類 資料コード 

ミシェル ペイヴァー/著 神々と戦士たち 4 聖なるワニの棺 933 120857594 

エリン ハンター/作  サバイバーズ 5 933 120858071 

吉田 桃子/著 ラブリィ! 913 120858683 

ベンジャミン/著 ジェリーフィッシュ・ノート 933 120858964 

村上 しいこ/著 青春は燃えるゴミではありません F 112788476 

西原 理恵子/著 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 914.6 112780911 

佐藤 成美/著 理学部・理工学部 なるには BOOKS 大学学部調べ 376.8 112781257 

中村 正人/著 社会学部・観光学部 なるには BOOKS 大学学部調べ 376.8 112788153 

WILLこども知育研究所/編著 診療放射線技師の一日 医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 498 120858857 

ルーシー ホーキング/著 宇宙の生命 青い星の秘密 933 120859590 

志村 博/著 トレーニングという仕事 水族館トレーナーの知恵と技 480 112783477 

佐藤 敏明/著 これならわかる!図解場合の数と確率 411 112788120 

上橋 菜穂子/著 鹿の王 1、2 BF 112783121 

新海 誠/原作 

あきさか あさひ/著 
小説星を追う子ども BF 112783154 

岩井 俊二/原作 

大根 仁/著 
打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか? BF 112785589 

吉野 匠/著 レイン 14 暗黒が覆う BF 112787585 

永瀬 さらさ/著 噓つき恋人セレナーデ BF 112785605 

丸戸 史明/著 冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 12 BF 112768452 

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[9] ソード・オラトリア 9 
BF 112782966 

佐島 勤/著 魔法科高校の劣等生 22 動乱の序章編 下 BF 112781737 

鎌池 和馬/著 未踏召喚://ブラッドサイン 7 BF 112781745 

前田 珠子/著 天明の月 [1] 破妖の剣外伝 BF 112780853 

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 

『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』 
岩井 俊二/原作 大根 仁/著 

KADOKAWA 2017.6 BF 112785589 
 

 幼なじみと灯台に登って花火を横から見る約束をした典道。その日、

密かに想いを寄せるなずなから突然「かけおち」に誘われるが…。 

繰り返す 1日の果てに起こる、恋の奇跡の物語。 

2017年公開アニメ映画のノベライズ。 

『ラブリィ! 』 
吉田 桃子/著 

講談社 2017.6 913 120858683 
 

 青少年創作映像コンクールの審査員特別賞をもらった拓郎。その

作品の主演女優は、同じクラスのブス・涼子で…。 

主役がブスで、何が悪い!? 人の「見た目」についてあれこれ考え

る中 2男子、拓郎の日常をユーモラスに描く。 

 

『理学部・理工学部 なるには BOOKS 大学学部調べ』 
 佐藤 成美/著 

ぺりかん社 2017.6 376 112781257 
 

 理学系をめざす人のための学部案内。理学部・理工学部で学ぶこと

やキャンパスライフ、卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、 

わかりやすく説明する。教員・学生・卒業生インタビューも収録。 

『SMAP 25 YEARS』 
SMAP/歌 

JVCKENWOOD Victor Entertainment 

CDス 150023133 
 

ファンの投票により収録曲が決まった、

SMAP結成時最後のベストアルバム。 

3枚組約 50曲を収録。 

一部文：(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、 

【わん丸君】と【ONE】

（特別な 1冊）の 

意味が込められてるよ♪ 

 

新着 PICK UP★ 

あたらしく入った本★ 

『アンコール』 
back number/演奏 

ユニバーサルミュージック 

CDバ 150023737 
 

中高生に絶大な人気の場 back number。 

ドラマや映画主題歌をはじめ、 

インディーズ時代の曲も収録された 

オールタイムベスト。 
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『SWELL』 
エヴァン スレーター/[編]著 

パイインターナショナル 748  

12726799 
 

「波」の写真集。 

ダイナミックな波から凪いだ

波まで…清々しい気分になり

ます。 
 

『人生はニャンとかなる!』 

水野 敬也/著 文響社 159 112159512 
 

もふもふネコちゃんたちからの 

ポジティブメッセージ集。 

ちょっとオシャレな写真集や、 

心に染みるおはなしたち― 

『もういちど生まれる』 

朝井 リョウ/著 幻冬舎 Ｆ 112360490 
 

将来への不安、恋の悩み、友情。自

分たちは大人でもなく、子供でもな

い…。5 人の大学生を中心とした、

瑞々しい青春小説。 

『世界の天空の城』 

アフロ/著 水野 久美/著 青幻舎 

520 112176755 

世界遺産、秘境の城など 44

城を紹介。ファンタジーの世

界に紛れ込んだよう。 

『旅猫リポート』 
有川 浩/著 文藝春秋 F 112179981 
 

これはサトルとナナの、素敵な旅の

物語。始終、優しくて暖かな気持ち

に包まれます。 

 

『カラフル』 

森 絵都/著 講談社 913 120728787 
 

死んだはずの僕の魂は、自殺を図った

中学２年生小林真の体にホームステイ

することに。その中で、世の中は沢山

の色を秘めていることに気付き…。 

『日本のイルミネーション Best』 
丸田 あつし/著 廣済堂出版 748 112739446 

 

日本全国イルミネーションブーム到来！ 

東海勢も負けていませんよ。見るだけでも素

敵。行きたくなるスポットが満載です。   

『大人かわいいラッピング』 
宮岡 宏会/著 主婦と生活社 385.9 112773130 
 

『マステで素敵にアレンジ楽しいギフト&おもてなし』 
森 珠美/作品 メイツ出版 754 112701677 

『空飛ぶ絶景 400 日 
ドローン片手に世界一周』 

Honeymoon Traveler/著 

朝日新聞出版 290.8 112754494 

 

まるで自分も飛んでいるかのような 

写真の数々。知らなかった景色がそこに。 

『世界の美しい図書館』 
パイインターナショナル 012 112542410 

 

世界中の歴史的な図書館から、最新

鋭の図書館まで。本のある空間って

素敵だなぁと思わせてくれる１冊。 

かわいくラッピング 

 

ものがたり 
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