
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 ※図書館行事のため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。 
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『一〇五度』 
佐藤 まどか/著 

あすなろ書房 913 120862925 
 

 都内の中高一貫校に編入した、中学 3年生の真は椅子オタク。 

超中学生級モデラーの梨々とタッグを組み、プロダクトデザインの 

登竜門「全国学生チェアデザインコンペ」に挑む…!  

椅子デザイナーを目指す少年の、熱い夏の物語。 

 

『侍女が噓をつく童話(メルヒェン) 野苺の侍女の観察録 [5]』 
長尾 彩子/著 

集英社 BF 112804786 
 

 優秀な聖騎士を輩出する家に生まれたミカエラは、剣術の腕を見込まれ、

アドリアン王子の身辺警護を任されることに…。「魔女が死なない童話(メル

ヒェン)」などに続く、「童話(メルヒェン)」シリーズ第 5弾。 

『2・5次元舞台へようこそ  

ミュージカル『テニスの王子様』から『刀剣乱舞』へ』 
 おーち ようこ/著 

星海社 772 112809389 
 

 2次元である漫画を、身体と演出で 3次元へと「翻訳」するエンターテイ 

メント、2.5次元舞台。テニミュ、ペダステ、刀ミュ・刀ステなど名だたる 

名作を軸に、「これまで」の軌跡と「これから」の可能性を紐解く。 

 

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たち★ 

公式 Facebook 

 『ヘアゴム 1本のゆるアレンジ  

ほんのちょっとのコツで毎朝がうんとラクになる』 
工藤 由布/著 

セブン&アイ出版 595 112808076 
 

 時間がない朝でも、不器用さんでも大丈夫! ヘアゴム 1本ででき

る、どこから見られても OKの全方位キレイなひとつ結びの作りかた

を紹介。上手にアレンジするためのコツを、写真で丁寧に伝えます。

本体は背表紙なし糸綴じ。 

本は水が大の苦手！ 

借りるとき、返すときは本が濡れない

ように対策しよう(^^)/ 

図書館では雨の日対策で、貸出時に 

ビニール袋も用意していますヨ☔ 
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犬文庫からおすすめのONE Book♪ 

 

新学期。ちょっとお疲れのあなたに。 

体だけじゃなく、心ものんびりしてみよう。 

頑張るだけが偉いことじゃない。 

逃げるのは悪いことじゃない。 

本の中には、「現在
い ま

」から解放される世界が無限に広がっているよ。 

数えきれない生き方や、見たことのない景色が溢れてる。 

『人生はニャンとかなる!  

明日に幸福をまねく 68 の方法』 
……………………………………………………………… 
水野 敬也/著 文響社 159 112159512 
 

人生で大切なフレーズが、キュートな猫ちゃ

んと共に載っています。おまけに偉人のエピソ

ードと名言も読めちゃう 1 冊。 

『柴犬 よみがえる縄文犬』 
福田 豊文/写真 なかの ひろみ/文  

河出書房新社 645 

112819339 

 

野性的な風貌と鋭敏な感覚。日本犬の原点、縄

文犬を彷彿とさせる狼顔。天然記念物柴犬保存

会の柴犬が、四季折々の山や森を駆けまわる姿

を写し撮った写真集。 

『羊と鋼の森』 
宮下 奈都/著 文藝春秋 F 112750146 

 

主演：山﨑賢人。映画公開予定 2018年 6 月。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ゆるされている。世界と調和している。それがどんなに 

素晴らしいことか-。ピアノの調律に魅せられた一人の 

青年が、調律師として、人として成長する姿を、 

温かく静謐な筆致で綴る。第 13回本屋大賞作品。 

メ デ ィ  ア 化 ！ 原 作 本 

 

 

『ゆずイロハ 1997-2017 
YUZU 20th Anniversary ALL TIME BEST ALBUM』 

ゆず  

セーニャ・アンド・カンパニー 150023844 
 

ゆず 20周年を記念したベストアルバム。

夏色や栄光の架橋をはじめ、いきものがか

り、back number、SEKAI NO OWARI ともコラ

ボした曲が収録されています。 ************************************************************************************ 

コーナーには犬関連の本が、わんさか！わんこ好き集まれ！ 

『バカなおとなにならない脳』 
………………………………………………………………………… 
養老 孟司/著 理論社 491 120521059 
 

「バカって治るんですか?」「寝ないとバカになるって、本当

ですか? 」子どもたちの直球の質問に、『バカの壁』の著者が

答えます。 

ズバッと言う養老節に、心のモヤモヤも晴れるかも。 

こころの 

息抜き。 

『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』 
……………………………………………………………  
万城目 学/著 筑摩書房 913 120701420 
 

小学 1 年の元気な女の子・かのこちゃん。 

外国語を話す猫・マドレーヌ夫人。年老いた柴

犬・玄三郎。出会いも別れも、すべてが心にし

っとりと染みるおはなしです。 

『空飛ぶ絶景 400 日』 
…………………………………………………………… 
Honeymoon Traveler/著 朝日新聞出版 290.8 

112754494 
 

ドローンで絶景を撮影！新婚旅行で世界一

周をするふたりが、美しい景色を届けてくれ

ます。ドローンによる絶景動画を収録した

DVD 付きで、地上から大空へと飛び立つドロ

ーン目線は、まるで自分が空を飛んでいるか

のよう。 

『ぶれない 骨太に、自分を耕す方法』 
……………………………………………………………  
平山 郁夫/著 三笠書房 914.6 112053004 
 

嬉しいことや落ち込むこと、その経験こそが

「ぶれない自分」を作るのに必要なんです。 

だって、たくさんの道を通ってきたからこそ、

そのなかで「ちょうどいい」を見つけることが

できるのだから。 

『秘密の沖縄スポットガイド』 
……………………………………………………………………  
北島 清隆/写真・著 エクスナレッジ 291.9 112732391 
 

旅行ガイドというよりも、キレイな写真集。 

ただただ、ぼーっと眺めているだけでも心が洗われます。

透き通った海に吸い込まれてしまいそう。 

『新 13 歳のハローワーク 』 
……………………………………………………………………… 
村上 龍/著 幻冬舎 36 120703020 
 

将来に不安を感じない人なんていない。なりたいもの

を見つけるって難しいけど、探すきっかけにこの本はど

うだろう？正解はひとつじゃないってことを、きっと教

えてくれるはず。 

『開運日本のパワースポット』 
……………………………………………………………… 
英和出版社 291 112785688 
 

運気をチャージ☆ 

気分転換にパワースポットへ行ってみては？ 
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