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
境い目なしの世界
大学 学部調べ
外国語学部

ごみ育

マックス
宇宙ステーションへ行く

2020 年 1 月～2 月号 No.59（奇数月発行）

放課後の
文章教室

今号のおすすめ本
『ガフールの勇者たち』
キャスリン

はじめての
インテリア BOOK

さすらい猫
ノアの伝説

怪盗クイーン
モナコの決戦

きみの存在を
意識する

未来を花束にして
泣いちゃいそうだよ
（高校生編）

ラスキー/著

人間は一切でてきません。フクロウの物語です。幼くして誘拐されて、奴隷のよ
うに孤児院収容所で働かされますが、そんな逆境に負けず、決死の脱出を…！
伝説の「ガフールの神木」をめざし「ガフールの勇者」に会うために。
フクロウ世界の支配をたくらむ悪との対決や個性的なフクロウ達。そして主人公
の成長！面白いです。
映画化もされていて、映像がとても美しいです。フクロウの生態にもちょっぴり
詳しくなります。
メディアファクトリー

933 120652276

『さよなら、田中さん』
鈴木るりか/著
世の中には自分では変えられない事情ってたくさんある。貧乏で母子家
庭、友達とＴＤＬに行くお金もない。でも田中さん親子は、大飯食らって
ガハハと笑い飛ばして生きている。コンプレックスなんて吹き飛ばせ！田
中さんからたくましく生きるヒントがもらえるかも？

「死ぬんじゃねーぞ!!」
「ハッピーな部活」
のつくり方

異世界誕生
2006

月とライカと吸血姫
5
アクセルワールド
24

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
2020 年は
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
どんな本に
※すべて合わせて 10 点までとなります。
貸出期間 15 日間
出会えるかな
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

小学館

南部中・A さんオススメ

『魚さばき方事典』
学研パブリッシング

タイやサバなどを始
め、イカやエビなど
魚類以外の海の幸の
さばき方も！
包丁の持ち方なども
書かれており一から
学ぶことができま
す。あなたもこの本
を読んでカッコよく
魚をさばいてみませ
んか？

596.3 112522743

F 112802236

南部中・T さんオススメ

『摩訶不思議ネコムスビ』シリーズ
池田 美代子/作 尾谷 おさむ/絵
講談社 913 120527544
主人公いつみは亡くな
ったおばあちゃんの家
で鈴を見つける。その
鈴のみちびきで天猫の
ムスビと出会ったこと
で『太陽遣いの巫女』
としての力が目覚めて
きて…ネコの国で巻き
起こる冒険ファンタジ
ー。

日本の文化に触れてみる

Travel
本で旅する

『平成仮面ライダー20 作品記念ベスト』
エイベックス・エンタテインメント

150025435

ライダーの主題歌と言えば、様々なアー
ティストが担当することで有名。湘南乃
風、金爆、AAA、大黒摩季、三浦大知など
のほか、桐山漣＆菅田将暉や、松本梨香
が歌う過去楽曲も入っています。

東海から行く電車旅
ぴあ株式会社中部支社
291 112879861

1 巻目を

電車に乗ってどこまでも…。
ひとりで旅してみるのも、
友達とワイワイ旅してみるのも
きっと楽しい！

よんでみよう

グルメ、アート、
絶景、ローカル線
…。
東海発、ローカル
線&観光列車&特急
列車で行く、日帰
り&お泊り電車旅
をガイドします。
松井玲奈のインタ
ビューも収録。

バーティミアスシリーズ
『サマルカンドの秘宝』
ジョナサン

和食朝ごはんを
つくってみよう
(498

120678206)

オチケン!
大倉 崇裕/作
120666516)

スー女のみかた
913

相撲ってなんて面白い!
(788

112771670)

朝ごはんのたいせつさと、
「脳を賢くする食事」といわ
れる和食のすすめをベース
に、子どもたちが自分で朝ご
はんをたべられるように、お
にぎりのつくりかたやおかず
レシピなどをわかりやすく具
体的に紹介します。

大学に入学して早々、廃部の
危機に瀕した落語研究会に入
部するはめになった越智健
一。勝手な先輩たちに振り回
され、ろくに授業も出られ
ず、そのうえキャンパスで奇
妙な事件が起きて…。中篇 2
篇を収録した連作落語ミステ
リー。

相撲の楽しみ方は、相撲ファ
ンの女性「スー女」が一番知
っている! 大相撲と外国人、
巡業、力士の引退、アマチュ
ア相撲、相撲を支える伝統の
職人技…。相撲のいろいろな
見方や、スー女の楽しみぶり
を描きます。

戦国忍びの作法

あなたの暮らしを豊かに
する日本のしきたり

おうちで
スクールランチ 39

(386

(596

(789

113000798)

忍者は軍事スパイ組織であ
り、そこには当時の最先端の
「科学技術」が集約されてい
た。近年解明されつつある忍
者の実像に迫り、驚異的な忍
者の知恵と技について明らか
にします。イラストも満載！

112813837)

正月に門松を立てるのはな
ぜ? 通夜・葬式で焼香をする
のはなぜ? 四季と寄り添う年
中行事から、感謝のこころが
生んだ人生節目の儀式、縁起
にまつわる作法や由来・意味
まで。しきたりに込められた
日本人の知恵を紹介します。

112380647)

手作りメロンパン、七夕そう
めん、チキン南蛮、ワンタン
スープ…。子供たちが大好き
な給食メニュー39 例を、家庭
で手軽に再現できるようにア
レンジして紹介します。

ストラウド/作

魔術師たちが支配するロン
ドン。魔術師の卵=少年ナ
サニエルは妖霊バーティミ
アスを召喚し、邪悪なエリ
ート魔術師サイモンが奪っ
たサマルカンドの秘宝=護
符をぬすみ出すが…。
バーティミアスの心の声が
面白い本です。

DRAＭＡ

～

ドラマ 原

作

『やめるときも、すこやかなるときも』
窪 美澄/著 集英社 F 112770987

1 月スタート予定。キャスト：藤ヶ谷太輔 奈緒ほか
忘れられるわけなんかない。僕が生まれて初めて結婚しようと
思った相手のこと-。大切な人の死を忘れられない男と恋の仕
方を知らない女の、切なく不器用な恋の物語。

本 ～

