
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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『「ふつう」ってなんだ? LGBTについて知る本』 
ReBit/監修 

学研プラス 367 120866355 
 

 性のありかたは、見た目だけではわからない。セクシュアルマイノ

リティ(性的少数者)の人たち「LGBT」についてマンガやイラストを交

えて紹介しながら、「ふつう」とは何かを考える。 

 

『ラストシュート 絆を忘れない』 
小宮 良之/著 

角川文庫 BF 112825955 
 

 小学 6年生の広瀬ゆうは、全国大会出場を目指す「キッカーズ」のエース

ストライカー。ゆうは、仲間との衝突、ライバルとの対決、チームの崩壊危

機など、様々な困難に立ち向かっていく…。 

『最強同士がお見合いした結果』 
 菱川 さかく/著 

GA文庫 BF 112823604 
 

 エスキア国最強の剣士アグニスは、仇敵イグマール国最強の魔術師

レファとお見合いをすることになった。だが、2人は戦場では最強だ

が、恋愛方面ではまったくのポンコツだった! 果たして幸せな結末に

辿りつけるのか!? 

 

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 

 

『Webポートフォリオ・デザインブック 

SNS時代のクリエイティブの見せ方・伝え方』 
小島 幸代/共著 

エムディエヌコーポレーション 757 112822796 
 

 主にクリエイターやその志望者に向けて、Web上で自分の作品や制

作実績を上手に発信するノウハウを、Webポートフォリオ作成をはじ

めとするさまざまな角度から解説。紹介事例も豊富に盛り込む。 

今月は図書館の整理期間があります。 

9月 18日（火）～10月 2日（火）まで 

図書館は休館します。 

 

その間学習室も使えませんので 

気を付けてくださいね。 
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犬文庫からおすすめのONE Book♪ 

 

『獣医さんが教える 

手作り愛犬ごはん』 
小林 豊和/監修  

主婦の友社 645 112819230 
 

安心・安全な「手作りフード」を愛犬に食べさ

せたい愛犬家のためのレシピ本。犬が喜ぶかん

たんメニュー86 を、犬のサイズ別分量・カロリ

ーつきで紹介。愛犬のごはんを手作りするとき

の考え方と基礎知識なども解説します。 

『旅猫リポート』 
有川 浩/著 文藝春秋 F 112179981 

 

出演：福士蒼汰、高畑充希（声）。映画公開予定 10 月 26 日。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「さあ、行こう。これは僕らの最後の旅だ」  

秘密を抱いた青年と 1匹の相棒が見る美しい景色、 

出会う懐かしい人々。その旅の行方は…。 

現代最強のストーリーテラーによる、青年と猫のロードノベル。 

メ デ ィ  ア 化 ★ 原 作 本 

 

 

『週刊少年ジャンプ 50th 
Anniversary BEST ANIME 

MIX 1』 
FLOW∥[ほか]演奏  

エイベックス・エンタテインメント 150023943 
 

週刊少年ジャンプ創刊 50周年を記念して

作られたアルバム。アニメの名曲が新旧盛り

込まれていて、テンション上がること間違い

なし！あのバンドがこのアニソンを歌ってた

んだ！という発見があるかも！ 

************************************************************************************ 

コーナーには犬関連の本が、わんさか！わんこ好き集まれ！ 

『おいしい肉の店』 
************************************************************** 

ぴあ株式会社中部支局 596.3 112578026 
 

焼肉、ホルモン、しゃぶしゃぶ、もつ鍋…。熟練の調理人

が技を尽くした、五感を魅惑する東海の名店を紹介。東海の

肉ツウが本気で選んだ旨い店、部位別肉図鑑も収録。 

食欲の秋！ 

美味しいもの大好き 

★★★小説・おいしい文藝シリーズ★★★ 

『うっとり、チョコレート』112759055  

『こんがり、パン』112722053  

『まるまる、フルーツ』112737929  

『つやつや、ごはん』112526603  

『ひんやりと、甘味』112575212  

『ぱっちり、朝ごはん』112563762  

『ずるずる、ラーメン』112513387  

 

『おでかけカフェ 7』 
******************************************************************* 

流行発信/編集 流行発信 596.7 112795315 
 

休日はドライブを満喫! 話題のカフェへ出かけよう! 名古屋・愛

知・岐阜・三重・静岡・滋賀・福井の、駐車場のあるカフェ・パ

ン屋・スイーツショップを紹介します。 

『至福のキャラメルスイーツ』 
******************************************************************* 

若山 曜子/著 オレンジページ 596.6 112818109 
 

どんなお菓子もキャラメル味にすれば、印象深いおいしさが生まれる。

キャラメルのパウンドケーキ、ナッツのカリカリキャラメリゼ、カスター

ドプリンなど、キャラメルを使ったスイーツのレシピを紹介する。 

『東海のおいしいパン屋さん』 
******************************************************************* 

KADOKAWA 596.6 112727417 
 

絶大な支持を集める超人気ベーカリー10、今すぐ食べたいグル

メなパンを楽しめるお店など、東海のおいしいパン屋さんを紹介

します。コーヒーの今を知る 10 のキーワードも掲載。 
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『最新東海スイーツ本 
******************************************************************* 

ぴあ株式会社中部支局 596.6 112536404 
 

愛知・岐阜・三重のスイーツのお店を、ショートケーキ、ロール

ケーキ、シュークリームなどジャンル別に紹介。人気パティシエの

名作・新作・意欲作、美しい和菓子を特集する。クーポン付き。 

『メレンゲのお菓子パブロバ』 
****************************************************************** 

太田 さちか/著 立東舎 596.6 112830377 
 

低温でゆっくり焼いたメレンゲの土台にホイップクリームと季

節のフルーツを盛りつけた美しいお菓子「パブロバ」。ベーシッ

クなレシピから、フォトジェニックでカラフルなパブロバ、季節

のイベントに合わせたものまで紹介する。 

『365 日のクッキー』 
****************************************************************** 

高石 紀子/著 主婦と生活社 596.6 112801675 
 

ベリーのクッキー、レモンのクッキー、ナッツのクッキー…。9

つの基本の生地とそのアレンジなど、合わせて 74 のレシピを、

季節ごとに紹介します。やさしい甘さと軽やかな食感のクッキー

レシピ集。 

『ロアルド・ダールコレクション 
ダールのおいしい!?レストラン』 

***************************************************************** 

ロアルド ダール/著 評論社 ＫＫ938 120797600 
 

「おばけ桃が行く」の生泥バーガー、「チョコレート工場の秘

密」のトッフィーアップル…。奇想天外な物語作家ダールの作品

に出てくる、おいしいけれどゾッとする食べ物のレシピを、楽し

いイラストと写真とともに紹介する。 
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