
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 10時 30分～午後 5時 00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 10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。 
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『青少年のための小説入門』 

久保寺 健彦/著 
 

文豪をこき下ろし、くすっと笑える。 

純文学が読みたくなる青春小説。 

 

集英社 Fク 112849054 

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♪ 

 

今号のおすすめ本 

あたらしく入った本たち★ 

公式 Facebook 

 

『機動戦士ガンダム 00』 

矢立 肇/原作 

角川文庫 BF 111929170 

犬山中・Ｏさんオススメ 

 

城東中・Ｋさんオススメ 

 

『ブライアーヒルの秘密の馬』 
メガン・シェパード/作 

小峰書店 933 120879358 

少女はある日突然翼のは

えた馬をブライアーヒル

療養所の鏡の中で見た。

そしてその馬を見たこと

から、日常が変わってい

く。この本はそんなお話

です。 

この本はガンダムエクシアに乗

る少年、刹那・F・セイエイが主

人公です。刹那を合わせて 4人

の人がガンダムをもっていま

す。その集団の名は「ソレスタ

ルビーング」。彼らは、戦争をな

くそうと戦います。 

BY犬山市立図書館 

ファミリア 

クロニクル    

  episode フレイヤ  

  
 

雛
すう

翔記
しょうき

 

メトロポリス探偵社 美少年蜥蜴 

光編 

はじめての 

三国志 

友人キャラは大変

ですか? 8 

新選組戦記 

星くず 

クライミング 

 

希望の図書館 

 

火狩りの王 3 

風に乗って、跳べ 

タスキメシ 

-箱根- 

「手」の描き方 

Raspberry Pi で

プログラミング 

スアレス一家は、 

今日もにぎやか 

本の中では 

どこにでも 

おでかけできるよ！ 
 

『ハリー・ポッターと呪いの子』 

J.K.ローリング/著 

静山社 932 120799291 

図書館司書のおすすめ 

城東中・Ｋさんオススメ 

 

南部中・Ｔさんオススメ 

 

引きこもりの主人公 如月シ

ンタローとそのスマホにとり

つくエネは、デパ－トの強盗

事件をきっかけに『メカクシ

団』に入団することになっ

た。それぞれ個性のあるキャ

ラクターが繰り広げるエンタ

テインメント小説！ 

ハリーとジニーの息子次男

のアルバスも家族の伝説の

重さに苦しむ父も子も、あ

る不快な真実を知ることに

なる。ハリー・ポッターで

あることは試練だった。今

も変わらない。ハリーたち

の 19年後の物語。 

『カゲロウデイズ』 
じん(自然の敵 P)/作 

KCG 文庫 BF 112538079 
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平安女子の楽しい!生活 
 

川村 裕子/著 

岩波書店  

910 120766852 
 

千年前の平安時代の女子たちの生

活をのぞくと、友だちとおしゃれ

の競争をしたり、メールの書き方

に悩んだり、つらい恋に苦しんだ

りと、今の女子と同じようなこと

をしています。 

ＣＨＩＮＥＭＡ ～ 映 画 原 作 本 ～ 

 

 
ペンタトニックス 

『PTX』 
Sony Music Labels 150025674 

 

地球のため 未来のため 
この先を生きる君のため 

Travel 
本で旅する 

日本デビュー5周年を記念したベストアル

バム。アカペラグループならではの、深

みのあるハーモニーが溢れます。洋楽は

もちろん、Official髭男 dismや Perfume

など、日本語の曲も入っています。 

1 巻目を 
よんでみよう 

 

 

『燃えよ剣』 
 

司馬 遼太郎/作 文芸春秋 F 210172961  
 

 
5月 22日公開予定 出演：岡田准一・山田涼介 ほか 

 

幕末の京をふるえあがらせた鉄の規律の戦闘集団 

「新選組」を創り上げた男・土方歳三。 

彼の生涯を描いた、司馬文学初期の代表作 

生まれてからずっと地下シェ

ルターで暮らしていた 12歳の

少女、エバ。一緒に暮らして

いるのは、教育係のロボット

のマザーだけ。ある日、突然

地下シェルターが何者かに破

壊、侵入された。地上へ逃げ

るエバだったが、そこには信

じられない風景が広がってい

て…。 

エバの冒険が今始まる！ 

『ワンダ*ラ』 
トニー ディテルリッジ/作 飯野 眞由美/訳 

国谷裕子と考える 

SDGs がわかる本  
 

2030年までに実現すべき各分
野の課題をゴールとして定
め、持続可能な世界への道筋
を示した国連の「持続可能な
開発目標(SDGs)」。「貧困をな
くそう」「安全な水とトイレ
を世界中に」「住み続けられ
るまちづくりを」など、世界
を変えるための 17 の目標に
ついて、さまざまな資料とと
もにわかりやすく解説しま
す。 
(33 120877337) 

絵でわかる地球温暖化  
渡部 雅浩/作  
 

気候が変化するしくみとは? 異常

気象と温暖化の関係は? 気象・気

候の基礎知識から最先端研究の課

題まで、現代科学が明らかにした

地球温暖化のメカニズムを、豊富

なカラー図版とともに平易に解説

します。 

(451 112842208) 
 

北極と南極の「へぇ～」 

くらべてわかる地球のこと 
中山 由美/文 写真 秋草 愛/絵 
 

北極と南極、どちらが寒い?氷の
量はどちらが多いの?動物が人間
に近よってくるのはどっち?北極
と南極をくらべると、にているよ
うで、ちがうところがいっぱい!
北極や南極の美しさやふしぎとと
もに、そこから見えてくる地球環
境の変化などを紹介します。 
(402 120885926) 

クジラのおなかから 

プラスチック 
保坂 直紀/著 
 

打ち上げられたクジラの胃か
ら、スーパーマーケットやコ
ンビニエンスストアでくれる
プラスチック製の袋が 80枚
以上出てきました。えさと間
違えて飲みこんだクジラは、
必要な栄養をとることができ
なくなり、死んでしまいまし
た。海のプラスチックごみ汚
染の問題をわかりやすく説明
します。 
(51 120876115) 

地球が危ない! 

プラスチックごみ 
 

世界中の人たちに使わ
れ、その後、ほとんど
が半永久的に消えない
ごみとなるプラスチッ
ク。海に流れ出たプラ
スチックが、海や海辺
に住む生き物たちにど
んな影響を与えている
のか、写真や図を交え
てやさしく解説しま
す。 
(519 120887054) 
 

異常気象は 

なぜ増えたのか 
森 朗/著 
 

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！ 
(451 112840236) 

そんな「平安女

子」たちの、前向

きでひたむきなラ

イフスタイルを紹

介します。 

 

異常気象 ゴミ問題 
今なにが起こってる？これから地球はどうなっていく？ 
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