ティーンズ向け図書館便り

あたらしく入った本たち★

「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
めんどくさがりな
きみのための
文章教室

都会のトム&ソーヤ
外伝 16.5
ジュニア
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2020 年 9 月～10 月号 No.63（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

はじめての少年野球 禅ってなんだろう?

今号のおすすめ本
『水晶庭園の少年たち [1]』
蒼月 海里/著

まっしょうめん!
3

ぼくらの
いじめ救出作戦

そして誰も
いなくなった

名探偵ポアロ
オリエント急行の殺人

スガリさんの感想文
はいつだって斜め上
3

祖父と愛犬を亡くし、ショックから立ち直れない中学生の樹。祖
父の土蔵で、鉱物のコレクションと不思議な少年に出会います。
美しい水晶・鉱物、地球の広大な歴史、葬送と再生の物語です。
集英社 BF 112861778

犬山高校・Ｉさんオススメ

『赤い口紅があればいい』
野宮 真貴/著
幻冬舎 595 112746458

薬屋の
ひとりごと 9

蒼空はるかな
最果て図書館

銀河鉄道の夜を越えて
世界最高の暗殺者、
月とライカと吸血姫
転生したらスライム
異世界貴族に
星町編
だった件 16
転生する 4

※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
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
＊＊＊＊＊おしらせ＊＊＊＊＊
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
9 月 1 日火～9 月 30 日水まで
※すべて合わせて 10 点までとなります。
特別整理期間のため休館します。
貸出期間 15 日間
本の点検や整頓、館内の工事を行うため、
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。
図書館には入れません。
開放時間：午前 10 時～午後 5 時 45 分
席数：コロナ対策のため、15 席のみ利用できます。

図書館司書のおすすめ

野宮さんの思う赤い口紅は、女性の
“特権、シンボル、誇り”である。
美人であるためには外見も大事だ
が、それよりももっと大事なことが
ある。
一体どんなことが大事なのだろうか
…？！

『小学校では学べない
一生役立つ読書術』
齋藤 孝/著
KADOKAWA 01

120863105

“読書することが趣味”
、
“本が大好
き”などと思う人はたくさんいるで
あろう。
一方、読書に対して苦手意識があっ
たり活字が嫌いだと言う人もいるは
ずだ。
だからこそそう感じている人たちに
気軽に読んでもらいたい一冊だ。

犬山高校・Ｋさんオススメ

『ママは大統領』

『さくら坂』

キャシディ キャロウェイ/著
小学館 933 120864046

千葉 朋代/著
小峰書店 913

私のママはアメリカの女性初大統領！
素敵な友人、かっこいいボーイフレンド
にもう毎日がサイコー！
でもある日、世界を救うためにママの影
武者になることになってしまって…！？

120795828

美結の自慢は、この制服から延びる
スラっとした長い脚だった。
しかしある日、美結の脚に骨肉腫と
いう病気が見つかる。この自慢の足
を失うか、短い時間を精一杯生きる
か。美結の決断は…！？

☆世界が舞台☆活躍するみん
☆世界が舞台☆活躍するみんな
ピアノはともだち
こうやま のりお/作

羽生結弦
あくなき挑戦の軌跡
満薗 文博/著
ケガやアクシデントな
ど、さまざまな困難の連
続を乗り越えて、オリン
ピック 2 連覇を成し遂げ
た羽生結弦選手。人一倍
の努力を惜しまない羽生
選手の足跡を描く感動の
ノンフィクション。
(78 120869045)

道ひらく、海わたる
大谷翔平の素顔
佐々木 亨/著
大谷翔平選手の取材を花
巻東高校時代から続けて
きた著者が、野球人とし
ての大谷を描くととも
に、彼の人間としての魅
力に迫ります。
(783.7 112825005)

桜前線異常ナシ
美波 蓮/作 たま/絵
ワタル P/協力
小学 5 年生の初音未来
は、駅伝大会をめざし
て走り続けていた。し
かし、未来は大事な予
選会でミスをしてしま
い、チームは大会に出
られなくなってしまう
…。初音ミクの同名曲
をモチーフにした、少
年少女の物語。
(913 120791702)

全盲で生まれた辻井伸行
君は、0 歳で有名ピアニ
ストの音色をききわけ、2
歳で曲を伴奏し、20 歳の
ときに、国際ピアノコン
クールで優勝しました。
痛快なまでの天才ぶり
と、ピアノで人とつなが
っていく姿をえがき、奇
跡の音色の秘密をときあ
かします。
(76 120738257)

宇宙飛行
行ってみてわかったこ
と、伝えたいこと
若田 光一著
宇宙飛行士・若田光一が、
4 カ月半の国際宇宙ステー
ション長期滞在飛行などの
際に撮影した写真を含め、
印象に残った宇宙探査や宇
宙開発に関連する写真を選
んで掲載。みんなが知りた
かった 63 の質問にも Q&A
方式で答えます。
(538 112349246)

大坂なおみ
世界 No.1 に導いた 77 の
言葉
児玉 光雄/著
「チーム大坂」は強くなるた
めにどのような指導法を行っ
たか。その中で大坂選手はい
かに成長していったのか。キ
ーになる 77 の発言を、スポー
ツ心理学で徹底分析します。
短期間で成果を残す思考法が
満載。
(783.5 112884317)

『明治東亰恋伽』
Sony Music Labels

Travel

150025674

本で旅する

BOYS AND MEN の小林豊らが出演！
恋愛ファンタジーゲームの実写版
奇術師チャーリーにタイムスリップさせら
れ、明治時代で偉人達に出会った芽衣。帰り
たくない気持ちが徐々に膨らんでいき…。
明治村でロケも行われました。

1 巻目を
よんでみよう
『はんぴらり!』

日本で最も美しい村
オフィシャルガイド

廣嶋 玲子/作
シリーズ 7 冊

双葉社

琴子ばあちゃん家で出会った
ちいさな男の子が、半人前の
神さまだって!?
ごく普通の小学生・武と、
「は
んぴらり」と呼ばれる半人前
の神さま・鈴音丸のふしぎな
物語。

ＣＨＩＮＥＭＡ

～

291 113032049

小さくてもオンリーワンの輝きを
持つ日本の美しい村。そんな村々
にある“絶景”を中心に、郷土芸
能やイベント、スポット情報な
ど、それぞれの魅力を豊富なヴィ
ジュアルとともに紹介する。

映 画原

作

本 ～

『鹿の王』
上橋 菜穂子/著
KADOKAWA 913 120770284
9 月 18 日公開予定

帝国から故郷を守るため、絶望的な戦いを繰り広げた戦士
団の頭ヴァンは岩塩鉱に囚われていた。ある夜、不思議な
犬たちが岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。その隙に逃げ
出したヴァンは幼子を拾い、ユナと名付け、育てるが…。
文：(株)図書館流通センター

