
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

わんＢＯＯＫＳ 

犬山市立図書館 
ティーンズのための図書館便り 

 

「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♪ 

 

「わん BOOKS」とは★ 
 

ティーンズに向けて、おすすめの本や新着資料を発信しているお便りです。 

その始まりは 2010年。奇数月に発行、月初に図書館や市内中学校で配布しています。 
 

今までこんな特集をしたよ★ 
 

『キミの生まれた平成を 

たどってみよう』 
令和になってはや半年。 

5月号では平成の 30年を振り返って

みました。 
 

『作家さんのハジメの一歩』 
誰にでも「初」はあるもの。 

メジャー作家さんのデビュー作を取

り上げました。 
 

『あの人が書いた 

あんな本こんな本』 
俳優、タレントやミュージシャン、

芸能人の書いた本を特集しました。 

毎号いろんな特集を 

組んで、本の紹介を 

しています☆ 

 

あたらしく入った本を紹介します★ 
 

『ジークの睡眠相談所』 

春間 美幸∥著  

講談社 120884069 
 

眠たくってしょうがない小学 5 年生

のミントが出会ったのは、眠りにつ

いて困っている人たちの相談に乗

る、お金大好きイケメン睡魔のジー

ク。そこに、人々の眠気を無差別に

奪う、ルール違反の睡魔が現れ…。 

『お絵かき禁止の国』 
長谷川 まりる∥著  

講談社 120883582 
 

ハルは中学 3 年。マンガが好き

なちょっとオタクな女の子。そん

な彼女の胸をときめかせたのが、

同級生のアキラだったのだが…。

誰にも言えない恋に悩む中 3 女

子の卒業までの 1 年間を描く。 

『14 歳からの政治入門』 
池上 彰∥著  

マガジンハウス 120884176 
 

なぜ、選挙に行かないと損をする? 国の

借金を国民が支えている? 東京の私立中

学校で行われた特別授業をベースに、池

上彰が「政治」の世界を案内する。愉快

な 4 コマ漫画やイラストも満載。 

文：(株)図書館流通センター 

2019 年 10 月 

中学校 
特別版 

 

『平和のバトン 

広島の高校生たちが描いた 8 月 6 日の記憶』 

弓狩 匡純∥著  

くもん出版 120883954 
 

被爆体験証言者の記憶を、1 年をかけて油

絵に描いて記録する、広島の高校のプロジ

ェクト。今を生きる高校生たちが、証言者

と密に接することで、戦争や原爆を見つめ

なおしていくさまを綿密に取材して描いた

ノンフィクション。 
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「ぜひ犬山市立図書館に遊びに来てください(^^)/」 
★貸出カードはその場で作成できます。身分証明書(保険証や学生証)を持ってきてくださいネ★ 
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（9月 17日～10月 1日） 

貸出点数 図書 10点＊雑誌 3点＊視聴覚資料 2点 ※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。（館内イベント状況に応じて変更あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬山市立図書館 

Facebookも更新中♪ 
 

学習室の開放状況も 

お知らせしてるよ♪ 

 

図書館ではＣＤも貸出してます♪ 

ひとり 2点まで借りられます♪♪ 

 

★『THANX!!!!!!!Neo Best of DA PUMP』 

DA PUMP エイベックス・エンタテインメント 150025195 
 

★『魚図鑑』 

サカナクション JVCKENWOOD Victor Entertainment 150024396 
 

★『アンコール』 

back number ユニバーサルミュージック 150023737 
 

★『Finally』 

安室 奈美恵 エイベックス・エンタテインメント 150023943 
 

★『週刊少年ジャンプ 50th Anniversary BEST ANIME MIX 1～3』 

FLOWほか Sony Music Labels 150024164 
 

 

 

 

 

*『ONE PIECE』 
尾田 栄一郎/著 集英社 

*『カードキャプターさくら』 
Clamp/著 講談社 

*『最遊記』 
峰倉 かずや/著 エニックス 

*『To LOVE る－とらぶる－』 
矢吹  健太朗/漫画 集英社 

*『風の谷のナウシカ』 
宮崎 駿/著 徳間書店 

*『神風怪盗ジャンヌ』 
種村 有菜/漫画 集英社 

*『ヒカルの碁 完全版』 
ほった ゆみ/原作 小畑 健/画 集英社 

*『フルーツバスケット』 
高屋 奈月/著 双葉社 

*『School Rumble』 
小林 尽/漫画 講談社 

*『もやしもん』 
石川 雅之/漫画 講談社 

etc… 

ひとり 3 冊まで借りられます。最新号は館内で見てね。 
 

🌼non･no 🌼MEN'S NON-NO 🌼nicola 🌼ポップティーン  

🌼東海ウォーカー 🌼東海じゃらん 🌼猫びより 🌼Wan 

🌼鉄道ファン 🌼航空ファン 🌼Newtype 🌼CHEEK 

🌼スマッシュ 🌼Sports Graphic Number 🌼サッカーマガジン 

🌼バスケットボール 🌼an･an etc… 

 
 

所蔵の一部を紹介します★ 
 

図書カードは無料で作れ

るよ。作る時は学生証か

保険証を持ってきてね。 
 

気になる雑誌も 

無料で読めちゃう！ 
 

人気作もたくさん揃えています♪ 

 

https://2.bp.blogspot.com/-67UNmmEijvs/VCkbeBHPjZI/AAAAAAAAnHY/03a0I1aTJKw/s800/frame_masking_tape3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cUN5MmIDtuc/U2sr9GUv-jI/AAAAAAAAf8A/q_r1a4kjgkY/s800/horo_line2_yellow.png
https://4.bp.blogspot.com/-bnKDFXxY9Gw/UnyHRU4S2WI/AAAAAAAAag8/i5qL1Qu2kPA/s800/bg_ground_flower.png
https://4.bp.blogspot.com/-bnKDFXxY9Gw/UnyHRU4S2WI/AAAAAAAAag8/i5qL1Qu2kPA/s800/bg_ground_flower.png
https://4.bp.blogspot.com/-bnKDFXxY9Gw/UnyHRU4S2WI/AAAAAAAAag8/i5qL1Qu2kPA/s800/bg_ground_flower.png
http://gahag.net/011726-lace-star-frame/
https://2.bp.blogspot.com/-8jC9JQ-KAb0/WerLVz6RRAI/AAAAAAABHuY/eNdID2e7YR4No4cwKh5BV7--UVv2HVYDwCLcBGAs/s800/website_photo_sns_frame.png
https://2.bp.blogspot.com/-JyEgpfHBNNE/UZoVeq44JrI/AAAAAAAATi4/9Ai4NjmZV54/s800/fukidashi04.png
https://1.bp.blogspot.com/-SPSAT5RhnCk/WxvKRA10-XI/AAAAAAABMoA/ONSiDNDxiroz9QwjMES3qlqcv8uX4JlQQCLcBGAs/s800/music_headphone_woman.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png
https://2.bp.blogspot.com/-iLvMf6s3b6M/V0QnoQqvVzI/AAAAAAAA69w/AdU5l6HIy3MX5CTXrfbMNNLbuksyyoC3QCLcB/s800/small_star7_yellow.png
https://www.irasutoya.com/2017/09/blog-post_35.html
https://2.bp.blogspot.com/-Sv7gZyejzRA/Uf8zkmchzYI/AAAAAAAAWs0/MbG_CtY1r3Q/s800/fukidashi_pop09.png
https://1.bp.blogspot.com/-RG0Ldvx7ALE/Uf8zji9ymrI/AAAAAAAAWsM/GkiOAlua8vo/s800/fukidashi_pop06.png
https://1.bp.blogspot.com/-tRAWslwZqNQ/U9zqS1KyyJI/AAAAAAAAkTM/Jeb9qHS505s/s1600/katakana_69_ra.png.png
https://3.bp.blogspot.com/-sL6EKandf44/U9zqUOFB-8I/AAAAAAAAkTk/vss389ZouWc/s1600/katakana_71_ru.png.png
https://4.bp.blogspot.com/-B-EupPOFiYk/U9zqNsYw0KI/AAAAAAAAkR8/lsHysFopVQc/s1600/katakana_54_be.png.png
https://1.bp.blogspot.com/-p9SA5NsYQdo/U9zqJqo2bNI/AAAAAAAAkQ4/47YCHPm38F0/s1600/katakana_45_no.png.png
https://4.bp.blogspot.com/-2vh7pAj90k0/U9zqFHosgEI/AAAAAAAAkPo/axZTEWD7LHQ/s1600/katakana_35_to.png.png
https://1.bp.blogspot.com/-21QA9Ub7pdM/U9zp3BlJoXI/AAAAAAAAkLk/1xd8Ch8a-LE/s1600/katakana_02_i.png.png

