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
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IQ 探偵ムー
踊る大運動会
世々と海くんの
図書館デート 1

消えたレッサー
パンダを追え!

化けの皮

ロイヤルシアターの
幽霊たち

※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
伏瀬/著
『転生したらスライムだった件』

クジラをめぐる
冒険
13 歳のきみと、
戦国時代の「戦」
の話をしよう。

マンガ！
大英博物館
マンガ展図録

13 歳からの読解力

子どものための
スポーツ食トレ

図書館司書のおすすめ

後輩をかばって通り魔に刺されてしまい、次に目を覚ますと何故
か体がスライムに！？
スライムとして転生してしまった主人公の、出会いと冒険と開発
と…etc.異世界を楽しむお話。
マイクロマガジン社 Ｆ 112871512

東部中学校・Ｈさんオススメ

『カラフル』

『西の魔女が死んだ』

森 絵都/著
講談社 913

梨木 香歩/著
新潮社 913 120320256
ダンジョンに出会い
を求めるのは間違っ
ているだろうか 16

涼宮ハルヒの直観

キノの旅

23

声優ラジオの
ウラオモテ #03

オール★アメリ
カン★ボーイズ

※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

本館 2 階学習室

4

前世の罪で輪廻のサイクルから外さ
れたぼくは天使業界の抽選に当た
り、再挑戦のチャンスを得た。それ
は、ある少年の体へホームステイ
し、自分の罪を思い出すというもの
だった。自分とは、人間とは何か考
えさせられるお話。

夏へ季節が移り変わるころ、学校へ
足が進まない まいは、ひと月あま
りを西の魔女こと、おばあちゃんの
もとで暮らすことになる。そこで魔
女の手ほどきを受けるが…。
心が温まり、涙がこぼれる、感動の
ストーリー。

東部中学校・Ｍさんオススメ

開放時間：午前 10 時～午後 5 時 45 分
席数：ホームページで確認して下さい

『浜村渚の計算ノート』

※図書館行事のため開放しない日もあります

青柳 碧人/著
講談社 BF 112144142

公式 Facebook

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

120914833

『図書館戦争』
有川 浩/著
メディアワークス

F

112000161

笠原郁が就職したのは、図書館を守
るための軍隊。そこでは、図書館と
検閲との激しい戦いが行われてい
た。図書館の自由を守るため、人々
の自由を守るために戦う軍隊を描い
た物語。

政府の意向で理数系科目が排除さ
れ、数学テロ集団「黒い三角定規」
が動き出す。その対策として警察に
呼ばれたのは、浜村渚という一人の
少女だった。渚とテロ集団との勝負
の行方は―

1

Perfume

Travel

〜Perfume The Best“P Cubed”〜
ユニバーサルミュージック

本で旅する

150026052

Perfume 初となるベストアルバム。
デビュー15 周年を記念し、50 曲以上が収
録された特別な 1 枚です。

1 巻目を

世界秘境マップ
冒険大好きキッズのための探検ガイド

よんでみよう

飛鳥新社
29 120886072

『レガッタ！』

植物がお部屋にあると

濱野 京子/作

こころが安らぐね

宇宙船の墓場、恐竜のパーティ会
場、水中美術館、自転車を飲み込
んだ木、悪魔のプール…。
世界は驚きに満ちている。
冒険好きキッズのために、47 か国
100 か所の「秘境」を大迫力のイ
ラストで紹介！

女子高ボート部小説☆

はじめてのスワッグ

ときめく花図鑑

岡本 典子/著
“スワッグ”は壁などに飾る花束
のようなもの。ただ束ねてつるす
だけ、とても気軽に取り入れられ
ます。天井からつるす、縦横のス
ペースやコーナーを飾るスワッグ
から、つるさずに楽しむスワッグ
まで、それぞれの作り方を紹介し
ます。
(627 112779038)

食虫植物・おもしろ植物

いま、いちばん新しい
リースブック
リースの形は「永遠」を意味し、い
つまでも幸せが続くようにという願
いが込められています。生花、葉っ
ぱ、プリザ、リボンなどさまざまな
素材で紡がれた多彩なデザインのリ
ース 180 点を紹介し、リースの作り
方を解説します。
(627 113013429)

中村 文/文 水野 克比古/写真
人の文化とともに、人のそばで
咲いてきた花たちを、京都を舞
台にした写真、ストーリー、デ
ータなどとともに紹介します。
人が花とつくってきた文化、花
の生態学、華麗なるバラの世界
なども収録🌼
(627 112763818)

テラリウム

井上熱帯園/監修

紙でつくる可憐な花々

FOURWORDS/監修

食虫植物から、多肉植物、ユニ
ークなサボテン、希少なエアプ
ランツ、自生地に行かないと見
られない植物まで! 独創的な植
物たちの意外な能力や、育て
方・飾り方などを、写真ととも
に紹介します。
(627 112722624)

藤枝 まつえ/著

植物の特性を活かし、容器と植物
の組み合わせを考えながら、自分
だけのテラリウムを作ってみませ
んか? 苔・エアプランツ・多肉植
物を中心にしたテラリウムの作り
方を紹介します。多肉植物カタロ
グなども収録☆
(627 112723333)

紙を切って、貼ったり巻いたり
こすったりして、本物みたいな
お花をつくりましょう。シロツ
メクサ、タンポポ、カモミー
ル、コスモスなど、リアルなペ
ーパーフラワーのつくり方を、
カラー写真でくわしく解説しま
す。
(594.8 112877980)
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高校で強豪ボート部に入部し
た飯塚有里は、力がありなが
らも、水上でうまく発揮でき
ずにいた。
ボートはひとりでは漕げない
と知ったとき、オールが水を
つかみはじめる…。
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映 画原

作

本 ～

『キネマの神様』
原田 マハ/著
文藝春秋 F 111978417
4 月公開予定 主演：沢田研二 菅田将暉

40 歳を前に、突然会社を辞めた娘。映画とギャンブル
に依存するダメな父。2 人に舞い降りた奇跡とは-?
映画を媒介として壊れかけた家族が再生していく様を描
く、切なくも心温まる長篇。
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文：(株)図書館流通センター

