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
どこからが
病気なの?

新選組

s

漢文ルール

わたしの外国
語漂流記

女子も!男子も!
生理を知ろう 1

2020 年 7 月～8 月号 No.62（奇数月発行）
※開館状況や学習室の開放状況はホームページで確認してください

今号のおすすめ本
『いい人生は「ありがとう」がつくる』
斉藤茂太/著
アニメーターの
仕事がわかる本

演技の気持ち

いのちを救う
災害時医療

はじめてでも失敗し
ないホットケーキ
ミックスのお菓子

うちの執事に
願ったならば 8

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。
講談社

159

112808134

東部中・Ａさんオススメ
犬山中・Ｏさんオススメ

『ぼくらの太平洋戦争』
ヒロイン育成計画

処刑少女の
バ ー ジ ン ロード

生きる 道

3

蜘蛛ですが、
なにか? 12

声優ラジオの
ウラオモテ #01

七つの魔剣が
支配する 5

※開館状況や学習室の開放状況はホームページで確認してください
開館時間
公式 Facebook
本館：午前 10 時～午後 6 時 (7/18～8/31 まで午前 9 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
＊＊＊＊＊おしらせ＊＊＊＊＊
貸出点数
9 月 1 日火～9 月 30 日水まで
図書 10 点まで ／ 雑誌 10 点まで
特別整理期間のため休館します。
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
本の点検や整頓、館内の工事を行うため、
※すべて合わせて 10 点までとなります。
図書館には入れません。
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 (7/18～8/31 まで午前 9 時～午後 5 時 45 分)
席数：平日土日祝日、約 30 席利用できます。※コロナ対策のため席数を減らしています

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
…

地球のため 未来のため
この先を生きる君のため
7 月からレジ袋が有料化になりました
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？

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)

Sony Music Labels

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

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

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)

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)

ヴァレンティナ・ジャンネ
ッラ/著
気候変動を止めるために行
動しよう。さまざまな環境
問題を網羅し、気候変動を
理解するための基礎的な考
え方を、科学に基づいてわ
かりやすく説明します。国
連気候行動サミットでのグ
レタさんの演説の全訳も掲
載。
(451 120893409)

本で旅する

150025674

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。

平安女子の楽しい!生活
川村 裕子/著
岩波書店
910 120766852

写真 秋草 愛/絵

国谷裕子と考える
SDGs がわかる本

グレタと立ち上がろう

Travel

ペンタトニックス
『PTX』

保坂 直紀/著

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)

1 巻目を
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。

よんでみよう
『ワンダ*ラ』
トニー

ディテルリッジ/作 飯野 眞由美/訳
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！

ＣＨＩＮＥＭＡ

～

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。

映 画原

『小説映画ドラえもん
のび太の新恐竜』
藤子 F 不二雄/原作 涌井 学/著
小学館 913 120891858

のび太が恐竜博の化石発掘で見つけた、恐竜のたまごの化
石。タイムふろしきで元に戻すと、双子の恐竜が生まれて
きた! のび太たちは恐竜を元の時代に返そうと 6600 万年
前へと出発し…。

作

本 ～

