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♪

BY 犬山市立図書館
お絵かき禁止の国

2019 年 11 月～12 月号 No.58（奇数月発行）
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14 歳からの
政治入門

ソンジュの見た星

「カルト」は
すぐ隣に

今号のおすすめ本
『死体が教えてくれたこと』
上野 正彦/著
「監察医(かんさつい)」という仕事を知っていますか？ 遺体を解剖
し、死因を探る、亡くなった人専門のお医者さんです。著者の上野さ
んが解剖したのはなんと 2 万体！ そんな上野さんが、仕事につい
て、人生について、熱く語ります。

メルヘンでかわいい
人生の
女の子の衣装デザイン
歩き方図鑑
カタログ

親愛なる
ナイチンゲール様

格闘＆アクションポーズ
チケット
作画テクニック集
不正転売禁止法が

河出書房新社 498 120874003

よくわかる Q&A

『日本の大和言葉を美しく話す』
高橋 こうじ/著
大和言葉をいくつ知っていますか？美しくやさしい日本の言葉を覚
えてぜひ活用して下さい。
東邦出版の日本の～シリーズはどれもおすすめです。

東邦出版 810 112543830
すきって
葡萄大陸物語
野良猫姫と
言葉渡しの王

処刑少女の
生きる道

告白予行練習
10

未踏召喚://
ブラッドサイン 10

友人キャラは
大変ですか 7

犬山高校・M さんオススメ

『虹の橋』

犬山市立図書館は いつでも君を待ってるよ
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。

公式 Facebook

湯川 れい子/訳 半井 馨/絵
宙出版 72 120537360
家族のようにいつも
一緒にいた動物との
突然別れ。もう一度
会える場所…それは
「虹の橋」
。そこは、
病気もなく、幸せで
充実した世界。ただ
一つだけ足りないも
の…それは、飼い主
がいないこと。深い
愛情の物語です。

犬山高校・O さんオススメ

『からすのパンやさん』
かこ さとし/作
偕成社 E 120527544
この本は森の中にある
からすのパンやさんが
あることをきっかけに
評判のいい立派なパン
やさんになるお話で
す。見ているだけで楽
しいしパンを作りた
い！食べたい！と思っ
てしまう作品です。

香り

を

Travel
たのしむ

J.K.ローリング/原作

ハンドメイドの宝石せっけんの教科書
(576

112890041)

原料となる MP ソープに好きな色と香りをつけて、型で固めるだ
け。蛍石、水晶、トルマリン、インクルージョン入りペリドットな
ど、宝石のようなせっけんの作り方を、写真でていねいに解説しま
す。

170017651

ハリポタ新シリーズの 1 作目。
主人公ニュートのトランクが他人のトラ
ンクと入れ替わったことで、魔法生物た
ちが脱走してしまった！ニューヨークを
巻き込む大騒動から目が離せない！

青春 18 きっぷ
パーフェクトガイド
2019-2020
谷崎 竜/著
イカロス出版 291 112896634

オトナ女子のためのスメらない手帖
いますぐ消したいそのニオイに!
(494

本で旅する

『ファンタスティック・ビーストと
魔法使いの旅』

1 巻目を

112778675)

恋や仕事がうまくいかないのはニオイが原因かも!? ずっと無臭
でいられるコツとくさい人への対処法が満載。ニオイの悩みを 5
つに分けて、その解決法をイラストを交えて紹介します。

たった 2370 円で日本全国の JR の普
通&快速列車が丸一日乗り放題の「青
春 18 きっぷ」
。
基礎知識や、青春 18 きっぷで乗れる
観光列車、7 大都市発 10 モデルコー
スなどを紹介します。

よんでみよう
白狐魔記シリーズ『源平の風』
斉藤 洋/作

においと香りの表現辞典
(814

アロマセラピーを仕事にする
(499

112595954)

アロマを仕事にしたいけれど資格は必
要? 資格を取得するのにどれくらい時
間がかかるの? アロマセラピーの資格
の取り方や、プライベートサロンの開
業方法等、アロマセラピーを仕事にす
る方法を紹介。

仙人について不老不死と数
多の術を己のものとした仙
人ギツネ・白狐魔丸。彼が
日本史上の大事件や英雄た
ちと遭遇し、なぜ人間同士
が殺し合うのかという問い
の答えを探しつつ時を旅す
る大河ファンタジー。初回
の英雄は源義経。

112877394)

物理的な現象としての「におい」
「香り」や、におうように感じる心
理的なイメージの表現等、におい・
香りが関わるであろう製品のキャッ
チコピー、製品説明文、嗅覚に関連
する書籍から表現例を採集。約 450
語を収録しています。

抹茶 BOOK
(596.7

ＣＩＮＥＭＡ

112841366)

近年、世界的に注目されている抹茶。あらた
めて知っておきたい抹茶の基本とともに、抹
茶の色や香りを手軽に楽しむことができるス
イーツや料理のレシピを紹介。
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『屍人荘の殺人』
今村 昌弘/著 東京創元社 F 112189709

12 月公開予定。キャスト：神木隆之介 浜辺美波ほか

かんたんに焼ける!かわいいキャラクターのちぎりパン
(596.6

112594387)

かんたんにちぎって食べることができる「ちぎりパン」の基本の作り
方を写真つきで詳しく紹介。さらに、
「リラックマ」や「トーマスとパ
ーシー」などの人気キャラクターをはじめとしたかわいいデコレーシ
ョンの方法も掲載しています。

神紅大学ミステリ愛好会の葉村譲と明智恭介は、曰くつきの映
画研究部の夏合宿に加わるため、紫湛荘を訪ねた。その夜、想
像しえない事態に遭遇し紫湛荘に立て籠もった彼らだが、翌日
部員の 1 人が密室で死体となって発見され…。

作 本 ～

