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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湖の国

南河国物語

自殺同盟

高校受験に勝つ
45 の習慣

暴走少女、国をすくう?
の巻

今回のおすすめ本

弁護士・検察官・
裁判官の一日

桃太郎は
盗人なのか?

ゲーム
プログラミング図鑑

もっと夢中になる！
トランプの本

『いい人生は「ありがとう」がつくる』
斉藤茂太/著

図書館司書のおすすめ

「ありがとう」と言うと相手はもちろん
自分もなんとなくうれしい、そんな気持ちにしてくれる。
それが、よくわかる本です。

となりの難民

講談社

159

112808134

東部中・Ａさんオススメ
転生したら
スライムだった件
15

世界最高の暗殺
者、異世界貴族 悪役令嬢、ブラコ
スガリさんの
七つの魔剣が支配する 感想文はいつだって に転生する 3 ンにジョブチェン
4
斜め上 2
ジします

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(3 月 15 日まで)
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
～楽田ふれあい図書館リニューアルオープン～
図書 10 点まで ／ 雑誌 3 点まで
4 月 11 日（土）10：30～17：00
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
★今後は毎週土日
10：30～17：00 開館します
※すべて合わせて 10 点までとなります。
貸出期間 15 日間
3 月 16 日（月）～4 月 10(金)まで、
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。
引越しのため、臨時休館します。
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。

犬山中・Ｏさんオススメ

『ぼくらの太平洋戦争』
宗田 理/著
ポプラ社 913

『ぼくらの悪校長退治』
宗田 理/著
ポプラ社 913

120764964

友人のお姉さんは青
森の中学校の新米先
生だ。
しかし、どうやらい
じめをうけているら
しい。それも生徒か
らではなく校長たち
からというのだ。そ
んな校長を退治する
ため、菊地を初めと
した 14 人が青森で勝
負。

120768023

夏休み、英治たちは愛
知、豊川に訪れる。と
ころが、彼らの前に現
れたのは、70 年前の日
本で…いつ死ぬのか分
からない過去から無事
に現在へと帰ることが
できるのか!?

シリーズ通して人気ですネ☆

『ぼくらの消えた学校』
宗田 理/著
ポプラ社 913

120864046

英治・相原は山奥にあ
る学校を見つけた。し
かし、それはＡＩによ
って見せられた幻だっ
た。やがて、世間を揺
るがす事件が起こると
知った「ぼくら」は事
件を止めようとするが
…

～元気はちょっとの対策から～ 感染症対策、していますか？
ウイルスに負けないためには免疫力が大事！
毎日を元気にすごそう♪

Travel
GIZA studio

マスクの品格

空気中の粒子やガスを取り込ま
ないためには? 菌や唾を外に飛
ばさないためには? 日常および
職務上マスクの着用が必要な人
に向けて、目的に合ったマスク
を選択し、かつ適切な着用の仕
方を解説します。

疲れ、胃腸の不調、カサカサ肌
…。
「なんだか調子がいまいち」
「きれいじゃないな」と感じた
ときの、不調別「お助け野菜」&
改善レシピを紹介します。全レ
シピに、ひと目でわかる「野菜
摂取量」を表示。

不思議 MAPS
世界びっくりミステリー
日経ナショナルジオグラフィック社
290 112869979

感染症キャラクター図鑑

牧野 直子/著
(596.3 112728431)

150025567

2004 年に発売されたベストアルバム。
アメリカンポップスのテイストが、
元気をくれる 1 枚です。

大西 一成/作
(492 113018469)

不調のときに助けてくれる
野菜ごはん

本で旅する

『Wish you the best』
倉木麻衣

岡田 晴恵/監修
(493 120877774)
家族みんなでからだを守ろ
う! インフルエンザウイル
ス、アタマジラミ、ペスト菌
…。感染症の原因となる病原
体をキャラクター化。病気に
かからないための予防法や治
療法などを紹介する。感染症
“超入門”図鑑。

ナチュラル素材でかんたん
除菌&殺菌

1 巻目を

61 枚にわたる驚きの地図で、
世界の不思議を見てみよう!
ユニークな人々
やヘンテコな場
所、奇妙な自然
現象や超自然現
象などを、立体
感あふれる 3D
マップで紹介し
ます。

よんでみよう
『妖怪アパートの幽雅な日常』
香月 日輪/作
夕士が高校入学と同時に始
めた、憧れの下宿生活。
幼い頃に両親を事故で亡く
したため、早く独り立ちを
するのが彼の夢。
ところがそこには、ちょっ
と変わった、しかし人情味
あふれる「住人たち」が暮
らしていた…。

佐光 紀子/著
(597 111737904)
カラダにやさしい! 家族も安心!
キッチン、トイレからリビングま
で、ばい菌・カビ・ダニだってや
っつけてしまう「エコロジーな暮
らしの知恵」を紹介します。

ニャンともぐっすり眠れる本
三橋 美穂/著
(498.3 112719299)
寝たいのに眠れない…。そんな人の
ために、快眠セラピストによるぐっ
すり眠るための秘訣を愛らしい猫の
写真と一緒に紹介します。快眠メソ
ッドは朝、昼、夜の時間別に掲載。

すぐできる!かわいい
手作りマスク
(594

112589528)

シンプルマスク、プリーツ
マスク、立体マスク、ノー
ズフィットマスク…。
「毎
日元気!」を応援する、か
わいいマスクの作り方を紹
介します。マスクケースの
作り方も掲載！
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～

映 画原

～3 月 20 日公開予定『ドクター・ドリトル』より～

『ドリトル先生アフリカゆき』
（ドリトル先生物語 シリーズ 1 巻目）
ヒュー・ロフティング作，井伏 鱒二訳 岩波書店 K933

動物と話のできる名医ジョン・ドリトル先生は、サルたちを恐
ろしい疫病から救うために、アヒルのダブダブや犬のジップ、
ブタのガブガブらを引き連れてアフリカに向かいます。

作

本 ～

