
※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                 

 本館：午前 10時～午後 6時 

楽田ふれあい図書館：午前 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：コロナ対策のため 24席のみ利用できます。 
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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 

 

BY犬山市立図書館 

俺の妹がこんなに可

愛いわけがない 15   

黒猫 if 上 
魔法科高校の 

劣等生 32  

処刑少女の 

生きる道 4 
東京サマーセッション 

感染症のはなし 

世界最高の暗殺者、

異世界貴族に転生 

する 5 

中学生からの 

超口語訳信長公記 

紙の心 
ハジメテヒラク 

サード・プレイス 

名探偵ポアロ 

ABC 殺人事件 

保健室経由、 

かねやま本館。2 

ハッピー！ 

手相占い大じてん 
団地のコトリ 

ミュージアムを 

知ろう 

図書館司書のおすすめ ブレイディみかこ/著 

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』 
 

アイルランド人の父と日本人の母を持つ「ぼく」、名門小学校か

ら、荒れた中学校に入学する！？ 

多文化の波、ますます複雑になる世界…… 

「今」だからこそ読みたい 1 冊です。 

新潮社 376.3 112892476 

城東中学校・Yさんオススメ 

 

城東中学校・Kさんオススメ 

 

『床下の小人たち』 
メアリー ノートン/著 

岩波書店 933 120900972 

人間の世界から物を借りながら暮ら

す小人アリエッティは、人に見られ

てはいけないという掟のもと住んで

いた館に病気療養のためやってきた

少年 翔に見られてしまう…… 

ジブリで映画化された名作です。 

『火垂るの墓』 

野坂 昭如/原作 

文春ジブリ文庫 B778 112477575 

舞台は、太平洋戦争末期。その時代

を生きた青年 清田とその妹の節子

が空襲により母も、父も、家も失

い、廃棄された防空壕で暮らすとい

う厳しい生活環境の中で生き、死ん

でしまう… 

戦後戦中の世の中の厳しさを描いた

物語です。 

主人公三葉は小さな町で暮らす普通

の高校生。 

そんなある日、「来世は東京のイケ

メン男子にしてください」と  

神様にお願いしたら、夢で男の子に

なっていた！けど、この夢は夢では

なく．．．！？ 

これは、三葉の奇跡の物語。 

『君の名は。』 

新海 誠/著 

KADOKAWA 913 120798418 

※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 

日本と呼ばれるこの国は、勢力拡大を

図るブリタニア帝国に追い詰められて

いた．．．。そしてそこで生きる二人の少

年。ルルーシュ、枢木スザク。この二

人の少年が出会うことで、世界を揺る

がす戦いの幕開けとなる．．．。 

『コードギアス反逆のルルーシュ』 

岩佐 まもる/著 

角川書店 BF 111870580 
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世界の機内食 
 

イカロス出版 

687 112781083 
 

エアラインの“らしさ”がもっとも

表れる機内食。世界各国のエアラ

インが提供する機内食メニュー

を、クラス別にカラー写真で紹介

します。ドリンクサービスの楽し

み、「ギャレー」の仕組み、機内食

用語集なども掲載☆ 

 

ＣＨＩＮＥＭＡ ～ 映 画 原 作 本 ～ 

 

 

TOKYO SKA TREASURES 

〜ベスト・オブ・ 

東京スカパラダイスオーケストラ〜 
エイベックス・エンタテインメント 150025997 

 

Travel 
本で旅する 

３枚組大ボリュームのスカパラベスト。 

インストゥルメンタルはもちろん、ゲスト

ボーカルを迎えた楽曲もぎゅぎゅっと収録

されています。 

1 巻目を 
よんでみよう 

 

 

『夏への扉』 
 

ロバート A.ハインライン/著 

早川書房 933 112214630 

 

2月公開予定 主演：山﨑賢人 
 

ぼくが飼っている猫のピートは、冬になると「夏への

扉」を探しはじめる。家にたくさんあるドアのどれかが

夏に通じていると信じているのだ。そしてこのぼくもま

た、ピートと同じように「夏への扉」を探していた-。 

まるで商店街から身をかくし

ているような駄菓子屋を見つ

けた真由美。店先には、色と

りどりの菓子がならんでいる

のが見える。あんなところ

に、駄菓子屋さんなんてあっ

たっけ?真由美は、なんだかへ

んだと思いつつ、ちょっとよ

ってみることにしたが…。駄

菓子屋を舞台にしたふしぎな

お話。 

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』 
廣嶋 玲子/作  

サマーウォーズ 
細田 守/原作 岩井 恭平/著 
 

数学オリンピック日本代表に
なりそこねた小磯健二は、高
校 2年の夏休み、あこがれの
夏希せんぱいと長野に来てい
た。そのころ、ネットの世界
では、謎のアバター“ラブマ
シーン”が大暴れし、現実社
会をも巻きこむ大そうどう
へ!13さいの佳主馬ととも
に、健二はラブマシーンに立
ち向かう! 
(BF 112017504) 

風が強く吹いている  
三浦しをん/著  
 

奇跡のような出会いか

ら、清瀬灰二と蔵原走は

無謀にも陸上とかけ離れ

ていた者たちと箱根駅伝

に挑む。それぞれの「頂

上」めざして…。長距離

を走る(=生きる)ために必

要な真の「強さ」を謳い

あげた、超ストレートな

青春小説。 

(F 111408365) 

MM 
市川 拓司/著 
 

映画の脚本家を夢見ていたジロ

は、駅前通りの本屋で、同じクラ

スだけど一度も口をきいたことが

ない女の子・モモから急に声をか

けられる。彼女がジロに頼んでき

たのは、伝記を書くことだった

…。『いま、会いにいきます』の著

者が書く恋愛青春小説。 

(F 112789466) 

どうぞ愛をお叫びください 

武田 綾乃/著 
 

「ユーチューバーやろうぜ」 幼馴

染にそう告げられた男子高校生の

松尾は、“僕的近付きたくない人間

ランキング”1位の坂上や美声の

夏目先輩とともにゲーム実況動画

を撮ることになり…。 

爽快度 120%の最旬青春小説！ 

(F 113044184) 

ひゃっか!  

全国高校生花いけバトル 
今村 翔吾/著 
 

花を愛する女子高生・春乃は、

父の郷里・香川で行われる「全

国高校生花いけバトル」決勝大

会出場を目指していたが、パー

トナーが見つからない。そんな

中、転校生・山城貴音が大衆演

劇の役者で、生け花の素養もあ

ると聞き…。 

(F 112855933) 

夏のバスプール 
畑野 智美/著 
 

仙台から越してきた久野ちゃんが

気になり始めた高校 1年の涼太。

追試も初体験も世界の終わりも大

問題な夏休みまであと 5日。どう

する、どうなる? 低空飛行の青春

初恋物語。 

(F 112400452) 

いつでも 
スマイル☺ 

文：(株)図書館流通センター 

★さわやかアオハル小説★ 
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