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犬山市立図書館

一般書
『情報と戦争』

『じゃがいも・ブック』

ジョン・キーガン∥著 並木 均∥訳

坂田 阿希子∥著

391 中央公論新社

東京書籍

112859160

596.3

112859350

ネルソンの慧眼、南軍名将の叡智、ミッ

やさしくて、力強くて、欠かせない脇役

ドウェーの真実…。有史以来の情報戦

であり、最高の主役でもある、じゃがい

の実態と無線電信発明以降の戦争の

も。ベイクドポテト、フライドポテト、ポテ

変化を分析し、諜報活動と戦争の結果

トサラダから、オーブンやフライパンで

の因果関係を検証。インテリジェンスの

仕上げる料理、みそ汁まで、じゃがいも

有効性を考察する。

を使ったレシピを紹介。
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本年も図書館をよろしく
お願いいたします。

児童書
『モスクへおいでよ』

『少年少女のためのミステリー超入門』

瀧井 宏臣∥著

芦辺 拓∥著

小峰書店

16

岩崎書店

120874979

902

120875018

世界で１６億人にのぼるイスラーム教

「緋色の研究」から「オリエント急行の殺

徒。なぜ 1 日に 5 回も礼拝するの?なぜ

人」「羊たちの沈黙」「ビブリア古書堂の

豚肉を食べないの?東京・渋谷区にある

事件手帖」まで。ミステリー作家の芦辺拓

イスラームのモスク、東京ジャーミイの

が、ミステリーの長い歴史に沿って、バラ

日本人信徒・下山さんを訪ね、イスラー

エティに富んだ 8 冊を紹介する。

ムの世界について聞きます。

ご利用案内

犬山市立図書館
〒484-0083
愛知県犬山市大字犬山字東古券３２２番地１
電話番号 ０５６８(６２)６３００
ホームページ http://www.lib.inuyama.aichi.jp/

図書館事業や所蔵資料、図書館の魅力をお伝え
します。ぜひご覧ください！
https://www.facebook.com/犬山市立図書館
-1865167643722405/

犬山市立図書館・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
楽田ふれあい図書館 毎週月～金曜日
本館・楽田ふれあい図書館共通
・年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日）
・館内特別整理期間（年間 15 日以内）

貸出点数：全て合わせて 10 点まで
図書 10 冊まで / 雑誌・地図・紙芝居 3 点まで

Facebook ＱＲコード

申込
不要

日 時：平成 31 年 1 月 20 日（日）2：00～上映（約 95 分）
場 所：犬山市立図書館 2 階 視聴覚室
対 象：どなたでも
定 員：先着５０名
費 用：無料
持ち物：不要
暮らしの法律セミナー

『働く女性に関する法律セミナー』

申込要

開館時間

本館 毎週月曜日（祝日・振替休日は次の平日が休館）

公式 facebook

DVD 上映会 『食で健康 中高年の食事術』

ＡＶ資料（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど） 2 点まで

貸出期間：15 日間

女性弁護士による、働く女性に関する法律セミナーです。
女性だけではなく、女性に関わる男性や人事担当者にも知って欲しいトラブル解決＆予防法を
お伝えします。もちろん男性も参加いただけます。

日 時：平成 31 年 1 月 26 日（土）午前 10 時 30 分～12 時まで
場 所：犬山市立図書館 2 階 展示室
対 象：20 歳以上の方
定 員：先着 30 名
費 用：無料
持ち物：なし
申 込：12 月 16 日（日）～1 月 20 日（日）まで
犬山市立図書館にて受付/電話申込み可 TEL62－6300

南部中学校から職場体験に来てくれました!!

学生おすすめの本
『そんなときどうする?』
セシル・ジョスリン∥文

本

実物を見る機会の少ない猪と、本で出会ってみませんか？
文：(株)図書館流通センター

モーリス・センダック∥絵

こみや ゆう∥訳 岩波書店 120757588

『ウリオ』

この本は、様々な場所で様々なトラブルが起こります。例えば

室井 滋∥文 長谷川 義史∥絵

Ｅ

世界文化社 120755574

北極の氷の家で、クジラの肉を食べていると、白い毛皮に身を

小さくて可愛いイノシシの赤ちゃん、ウリ坊。愛情たっぷりに育てられ、

包んだ大きなメスのホッキョクグマが現れます。

あっという間に大きくなってウリオに大変身。でもウリオになった途端、

そんなとき、あなたならどうしますか？

家族みんなに冷たくされて…。女優・室井滋が実話をもとに綴る、心あたた
まるお話。

『世界を変えた建物』
アンネ・イベリングス∥絵

クリスティーネ・パクスマン∥著

鈴木 咲子∥監修

エクスナレッジ 120752563

『ウリボウなかよしだいかぞく』

『100 かいだてのいえ ミニ』

結城 モイラ∥文 福田 幸広∥写真

いわい としお∥作 偕成社 120782115

489

ポプラ社 120775036

イノシシの家族は大家族。おかあさんの家族、おばさんの家族が

100 かいだてのいえは、題名のとおり、100 かいだてのいえの

いっしょに行動します。だからウリボウたちは、元気で

ストーリーを表しています。本がとても小さくて中の文も短く

にぎやか。そんなウリボウの楽しい姿を紹介します。

とても読みやすいです。内容が面白く、いろんな
ストーリーがあって、とてもおすすめです。

『世界を変えた建物図解絵本東京スカイツリー』
モリナガ ヨウ∥作・絵 ポプラ社 120737077

『イノシシ母ちゃんにドキドキ』
ペンギンきょうだいシリーズ

『そらのたび』

菊屋 奈良義∥著

工藤 ノリコ∥作 ブロンズ新社 120742986
ペンギンのきょうだい、お姉ちゃん、ペンちゃん、ギンちゃん達のそらのた
びのお話。一体どうなるのでしょうか…？絵が可愛くてほっこ

489

白水社 112412093

一年半にわたる野生のイノシシ一家との付き合いをユーモア
たっぷりに活写。偏見に満ちたイノシシ観を一変させる、痛快な観察報告。
農産物被害の考え方も提言する。

りする絵本です。シリーズものなのでぜひ
ほかの本も読んでいただきたいと思います。

『パンダくんのおにぎり』
いしかわ こうじ∥作・絵 PHP 研究所 120693890

一般書
カウンター前に
展示します。

12 月 26 日（水）～1 月 18 日（金）
●お正月『笑おう』特集
1 月 19 日（土）～2 月 15 日（金）
●『バレンタイン・ギフト』特集

児童室
児童室入口に
展示します。

1 月 4 日（金）～2 月 28 日（木）
●『魔法が使えたら…』特集
魔法が出てくる本、魔法の使い方の本などなど、
あれこれ集めました！

