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公式 facebook 

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/ 

Facebook ＱＲコード 

 

No.122 2019年 

 

犬山市立図書館 

 
月号 

 図書館だより 

 

図書館カレンダー 2 月 

 

ご利用案内 

開館時間 

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 

 本館 毎週月曜日（祝日・振替休日は次の平日が休館） 

 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 

ＡＶ資料（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど） 2 点まで 

貸出期間：15 日間 

 

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/ 

2 

 

文：(株)図書館流通センター 
新刊案内 

一般書 

児童書 

『モスクへおいでよ』 
瀧井 宏臣∥著 16 

小峰書店 120874979 
 

世界で１６億人にのぼるイスラーム教

徒。なぜ 1日に 5回も礼拝するの?なぜ

豚肉を食べないの?東京・渋谷区にある

イスラームのモスク、東京ジャーミイの

日本人信徒・下山さんを訪ね、イスラー

ムの世界について聞きます。 

『情報と戦争』 
ジョン・キーガン∥著 並木 均∥訳 

391 中央公論新社 112859160 
 

ネルソンの慧眼、南軍名将の叡智、ミッ

ドウェーの真実…。有史以来の情報戦

の実態と無線電信発明以降の戦争の

変化を分析し、諜報活動と戦争の結果

の因果関係を検証。インテリジェンスの

有効性を考察する。 

『じゃがいも・ブック』 
坂田 阿希子∥著 596.3 

東京書籍 112859350 
 

やさしくて、力強くて、欠かせない脇役

であり、最高の主役でもある、じゃがい

も。ベイクドポテト、フライドポテト、ポテ

トサラダから、オーブンやフライパンで

仕上げる料理、みそ汁まで、じゃがいも

を使ったレシピを紹介。 

『少年少女のためのミステリー超入門』 

芦辺 拓∥著 902  

岩崎書店 120875018 
 

「緋色の研究」から「オリエント急行の殺

人」「羊たちの沈黙」「ビブリア古書堂の

事件手帖」まで。ミステリー作家の芦辺拓

が、ミステリーの長い歴史に沿って、バラ

エティに富んだ 8冊を紹介する。 

DVD上映会 『シンデレラ』  申込 
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 

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 

日 時：平成 31年 2 月 24 日（日）午後 2：00～上映（約 75分） 

場 所：犬山市立図書館 2階 視聴覚室 
対 象：幼児～どなたでも 
定 員：先着５０名 
費 用：無料 
持ち物：不要 

https://3.bp.blogspot.com/-pyZybj4oWs0/UqmPUK-nJgI/AAAAAAAAbhQ/WG05D2CiCNU/s800/glass_shoes.png


                                     

 

 
  

             

                        
                                            

 

 

          

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

１１/７は立冬です。立冬は寒暖差が大きく一年の中で最も体調を崩しやすい

ため、十分な休息と栄養を取り、厳しい冬を乗り越える準備期間と言われてい

ます。そこで今回は「冬への準備期間」をテーマに身も心もあたたまるお

すすめの本を紹介します。 

 

立
冬

り

っ

と
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Ｍ さんのおすすめ 

 学生さんのおすすめ本！ 
職場体験に来てくれた学生さんに

直撃インタビュー！！ 

『消滅 VANISHING POINT』  

恩田 陸∥著  

中央公論新社  

112585567 

超巨大台風の接近により閉ざされた空港で

11人＋1匹が別室へと連れていかれた。この

中に消滅というコードネームのテロリスト

がいるという。孤絶した空港内での推理合戦

が始まった。テロリストの正体、目的とは？ 
 

犬山市立 東部中学校 の生徒さんが体験にきてくれました。 

 

これもおすすめ！ 

『まほろ駅前 

多田便利軒』  

三浦 しをん∥著  

文藝春秋 

111829693 

『パドルの子』  

虻川 枕∥作  

ポプラ社 

112787908 

『陸王』  

池井戸 潤∥著  

集英社 

112737549 
 

Ｙ さんのおすすめ 

一人の少年「コペル君」が彼のおじさんと共

に人間としてあるべき姿を学び、成長して

いく物語です。80 年も前から愛され池上彰

氏も心から感動したと絶賛の超大作です。 

『漫画君たちはどう生きるか』  

吉野 源三郎∥原作 

羽賀 翔一∥漫画  

マガジンハウス  

120539150 

Ｏ さんのおすすめ 

過去に起きた事件が、誰かのちょっとした一

言から紐解かれていく短編小説です。その犯

人は以外にも主人公の身近な人だったりし

ます。自分も一緒に誰が犯人なのか考えなが

ら読んでいくのがおすすめです。 

『忘れ物が届きます』  

大崎 梢∥著  

光文社  

112505607 

 

 
ブックトークとはー 

テーマに沿って複数冊の本を 

順序立てて紹介すること 

図書館だよりで 
ブックトーク  ミニ 

１１１３６９００５ 

１ 
『日本の七十二候を楽しむ』 
 

白井明大/文  

有賀一広/絵 

東邦出版 

449 

112393780 

 

そもそも「立冬」ってなんでしょう？日本には四

季があるけれど、それ以外にも二十四の気と七十

二の候という季節があるようです。一冊目に紹介

するのは、旧暦の暮らし方を知る『日本の七十二

候を楽しむ』という本です。季節の旬の食べ物や

お祭りなども載っていて、季節とともに生きるこ

とを教えてくれます。「毛蟹の甲羅酒」のつくり

方なんて！もう！きくだけでホカホカ！！ 

 

さすが、本好き

とわかるライ

ンナップ。読み

ごたえたっぷ

りです。 

2 月16 日（土）～3 月15 日（金） 

 

1 月19 日（土）～2 月15 日（金） 

 一般書 
カウンター前に 

展示します。 

児童室 
児童室入口に 

展示します。 

1 月4 日（金）～2 月28 日（木） 

 

魔法が出てくる本、魔法の使い方の本などなど、 

引き続き展示しています！ ●『困難をのりきる防災』特集 

●『バレンタイン・ギフト』特集 
●『魔法が使えたら…』特集 


