あたらしく入った本たち★

ティーンズ向け図書館便り

「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♪
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ぼくらの
セイキマツ

カモフラージュ

鹿の王 新・俺と蛙さんの
水底の橋
異世界放浪記 6 七つの魔剣が
支配する 3

国籍の?が
わかる本

今号のおすすめ本
『マンボウのひみつ』
澤井 悦郎/著
すぐ死ぬことで有名なマンボウ。ジャンプしたら死ぬ？
死ぬ？ インターネットの噂はどこまでホント！？
最新研究からわかったマンボウの秘密が満載です。

転生したらスライ
ムだった件 14

余物語

ずかん数字

アルバイトから
学ぶ仕事入門

ディズニー
中学生からの
ちょこっと
勉強のやり方
メモ折り紙あそび

太陽の光で

岩波書店 487 120860473

『99%の人が速くなる走り方』
平岩 時雄/著
「がんばれ！」
「やる気をだせ！」気合いで速くなるわけがない。
「科学的」
「論理的」に、負担なく走るのが速くなるコツを、
たっぷり教えちゃいます。

筑摩書房 78 120868963
すきって
いわなきゃ
だめ？

すきなひと

君の××を
消してあげるよ

後宮天后物語
4

託された子は
陰陽師!?

歩くパワースポ
ットと呼ばれた
僕の大切にして
いる小さな習慣

犬山市立図書館は いつでも君を待ってるよ
公式 Facebook
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
9 月 17 日(火)～10 月 1 日(火)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
図書整理期間で休館します
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。

犬山高校・H さんオススメ

犬山高校・T さんオススメ

『キノの旅 the Beautiful World』

『カゲロウデイズ』

時雨沢 恵一/著
KADOKAW BF

じん(自然の敵 P)/作
KADOKAWA BF

旅人のキノがモトラド（二
輪車で空を飛ばないもの）
のエルメスと旅をしながら
様々な国を訪れるという短
編、一話完結型のファンタ
ジーです。一話一話が短い
ので、長時間の読書が苦手
な人でも読みやすいです。

こちらもオススメ

こちらもオススメ

『平成狸合戦ぽんぽこ』
高畑

勲/作

文藝春秋

これは８月 14 日と 15 日の物
語。ボカロ『カゲロウプロジ
ェクト』の関連楽曲すべてを
繋ぐ物語が明かされる。アニ
メを見ていたからラノベ版は
…と思う人もいるでしょうが
アニメ版、漫画版、ラノベ版
と全て展開が違います!!

BF778 112546338

『転生したらスライムだった件』
伏瀬/作

マイクロマガジン社

F 112871512

お部屋の模様替えをしてみよう

本で旅する

DA PUMP
『THANX!!!!!!!
Neo Best of DA PUMP』

はじめてでもかんたん!
おしゃれ!DIY 家具&リフォーム
(592

Travel
エイベックス・エンタテインメント
150025195

112891122)

拝啓、
世界であわてふためく
女子たちへ

大ヒット曲「if…」や「U.S.A」も収
録。現体制の DA PUMP によるベストア
ルバム。16 曲入り。

人気デザイナーの DIY や、キッチンワゴ
ン、オープンラックといった家具や小物
の DIY を紹介。ほか、100 均のアイテム
を使ったリメイク作品、お部屋のリフォ
ーム術、DIY の基本なども収録。

りの/著
雷鳥社 290.9 112882378

1 巻目を
机の上をさっと片づけてみる
雑貨を棚に置いてみる
カーテンを変えてみる

今あるもので
「あか抜けた」部屋になる。
(597

ちょっと変えるだけで、
お部屋の雰囲気が違って見える

112874516)

部屋の入口から対角線上を飾る、
背の低い家具を奥に置く、クッシ
ョンは 3 個が正解、壁は余白が 9
割…。お金をかけずに「おしゃれ
な部屋!」と思わせる 20 のルール
を紹介します。

気持ちもすっきり
心地よく過ごす 自分の空間

100 円グッズでおしゃれ
可愛いハンドメイド
(597

(597

112877030)

人気 100 均ブロガー3 人の
インテリアを、手作りアイ
テム解説付きで大公開。ほ
か、グルーガンでレリー
フ、すのこでラック、お皿
でケーキスタンドなど、誰
でも簡単にできる 100 円グ
ッズのリメイクアイデアが
満載!

よんでみよう
あめ

つち

『天と地の方程式』全 3 巻
富安 陽子/作
できたばかりの公立小中一
貫校「栗栖の丘学園」に通
うことになった中 2 の田代
有礼。とんでもなく数学が
でき、とてつもなく馬鹿と
うわさの同級生、Q と異空
間に閉じこめられ…。古事
記を下敷きにした、学園異
能ファンタジー。

112734728)

人気 100 均ブロガー3 人のイ
ンテリアを、手作りアイテム
解説付きで大公開。ほか、グ
ルーガンでレリーフ、すのこ
でラック、お皿でケーキスタ
ンドなど、誰でも簡単にでき
る 100 円グッズのリメイクア
イデアが満載!

ゆる片づけ BOOK

飛行機が遅延した! バスルームが使
いづらい! ぼったくりに遭った! 英
語が喋れないまま世界一周した著者
が、実際に経験した海外でよくある
トラブルと、その切り抜け方を漫画
を交えて紹介します。

ＣＩＮＥＭＡ

～

映

画

『小説天気の子』
新海 誠/著 KADOKAWA ＢF

高校 1 年の夏、離島から家出し、東京にやってきた帆高。降り
続く雨の中、都会の片隅で、不思議な能力を持つ少女・陽菜に
出会い…。
2019 年公開の長編アニメーション映画「天気の子」の監督が
自ら執筆した原作小説。

原

作 本 ～

