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イーブン

今号のおすすめ本
図書館司書のおすすめ
山崎 響/著
『婚約破棄から始まる悪役令嬢の監獄スローライフ』

怪盗クイーンから
の予告状
美術館って、
おもしろい!

SF ショート
ストーリー
傑作セレクション

保健室経由、
かねやま本館。

快適なスローライフは監獄の中だった！
上下巻を感じさせないテンポでスラスラ読めます。
KADOKAWA 913.6

無限の中心で

112868492

犬山高校・Ｓさんオススメ
v

ワーウルフになった
俺は意思疎通ができ
ないと思われている

ソードアート・
『外科室』の一途
オンライン 24

声優ラジオの
ウラオモテ #02

友人キャラは
大変ですか? 9

『グレッグのダメ日記』

『ふたり』
福田隆浩/著
講談社 913

120765730

この本は小学生の恋愛を本人たちの
視点で描いた物語です。思春期に入
る、主人公たちの揺れ動く感情が読
んでいて引き込まれます。後半にか
けてのドラマチックな展開は子供か
ら大人まで楽しむことができます。

ジェフ キニー/著
ポプラ社 933 120679261
この本はグレッグと愉快な仲間たち
の日常を日記のように描いた読みや
すく笑える本です。主人公の家族や
友人はとても個性的で、どのシリー
ズも最高に面白いので笑いたいとき
にはとてもオススメです。

※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
図書 10 点まで ／ 雑誌 10 点まで
今年は新型コロナウイルスと
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
闘う１年でした。
※すべて合わせて 10 点までとなります。
風邪をひかないよう気をつけましょうね！
貸出期間 15 日間
家で本を読んでゆっくり過ごすのが
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。
オススメです♪
開放時間：午前 10 時～午後 5 時 45 分
席数：コロナ対策のため 15 席のみ利用できます。

犬山高校・Ｗさんオススメ

『死神うどんカフェ 1 号店』
石川 宏千花/著
講談社 913 120767173
あることをきっかけに心を閉ざしてしま
った主人公希子。そんな彼女の目の前に
突然現れた「死神うどんカフェ 1 号店」
。
死神たちと一緒に過ごしていく中で、彼
女の心は変わることができるのか―？

『いたずらまじょ子とカレ
ーの王子さま』
藤 真知子/著
ポプラ社 913

120852280

よう精さんに会いたいと願っている
りお。するとそこに空から現れたま
じょのまじょ子さん。よう精さんに
会わせてくれるんだって！
まじょ子さんと一緒に魔法の国へ
レッツゴー！！

『最高の人生の見つけ方』
ワーナー・ホーム・ビデオ

Travel

170017933

本で旅する

勤勉なカーターと大金持ちのエドワード。
病室で出会ったふたりに残された時間は６
か月だった―。
思い残すことがないよう、最高に笑って生
きよう！そう決めたふたりは、
〈棺桶に入
る前にやっておきたい〉１枚のリストを作
ることに。

1 巻目を

大人になったら行ってみ

よんでみよう
『ニルスのふしぎな旅』

＊＊この世界を知る手がかり＊＊
世界とつながる

歴史について知っておく

ヨーロッパ文明の起源

みんなの宗教ずかん

べき 100 のこと

中村 圭志/監修

ローラ

聖書が伝える古代オリエント
の世界

宗教の世界をのぞいてみよ

歴史家アタマを育てよう!生まれ
る前に皇帝になった赤ちゃんが
いた?6 日間の戦争が原因で 1 日
の旅が 8 年もかかった?チューリ
ップの球根 1 個が一軒家くらい
高価だった?わかりやすいイラス
トで、基礎知識からトリビアま
で、世界史に関する 100 のテー
マを解説します。
(20 120874748)

う! 身近な行事や習慣の宗教
的な由来・意味を紹介し、仏教
やキリスト教など、世界の宗
教をイラストやマンガで解
説。
「死んだらどうなるの?」等
の疑問に答える「そもそも宗
教 Q&A」も収録。
(16 120874490)

コーワン/[ほか]文

池上 英洋/著
人類はどうやって文明を築いてきた
のか、その最初期にはどのような出
来事があったのか。古代オリエン
ト、シュメール文明の成立から古代
ローマによる大統一までの、西洋文
明の歴史を聖書の記述を中心に読み
解き、
「文明のはじまり」をわかりや
すく解説します。
(20 120863147)

14 歳からの

独裁政治とは?

世界を変えた 15 のたべもの

パレスチナ問題

プランテルグループ/文

テレサ

奈良本 英佑/著

独裁ってどういうこと?独裁者っ
てどんな人?自由に行動したり考
えたりすることのできない、独裁
者が支配するおそろしい世のなか
=独裁政治について、ポップな絵
でわかりやすく解説。わたしたち
が生きる社会はどのようなもの
か、どんなことが社会でおきてき
たかを伝える、スペイン発のピク
チャーブック。
(31 120885264)

「バナナが世界に広まったのは比較
的最近で、インドの奥地で大量に生
産されている」
「300 年前のイタリア
にはトマトソースのスパゲティがな
かった」…。身近な食べものがいつ
世界に広まり、どんなふうに食べら
れてきたかをイラストとともに紹
介。レシピものっています。
(38 120893425)

パレスチナは、ユダヤ教・キ
リスト教・イスラム教という
3 つの世界宗教の聖地。だ
が、そこは何度もはげしい争
いの舞台にもなった。なぜパ
レスチナには平和が訪れない
のか?主に 19 世紀の末から現
代までの歴史を検証し、この
土地ですべての人びとが平和
のうちに生きる知恵を探りま
す。
(22 120858089)

ベネイテス/文

セルマ

たい!世界のふしぎな風景

図鑑

ラーゲルレーヴ/作
上下巻

パイインターナショナル

妖精にいたずらをして小人に
されたニルスは、ガチョウの
モルテンやガンのアッカたち
とスウェーデンの空へ旅立ち
ます。
いたずら好きで役立たずの男
の子が、小鳥や動物たちに好
かれ、仲間から信頼される少
年に成長する冒険物語。

ＣＨＩＮＥＭＡ

きれい! ダイナミック! ナイカ鉱
29 120888052
山のクリスタル洞窟、セドレツ納
骨堂、百舌鳥・古市古墳群、グリフ
ィノの曲がった森など、世界遺産
を含む、世界各地の自然風景・建築
物 50 カ所を写真で紹介します。

～

映 画原

作
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『えんとつ町のプペル』
にしの あきひろ/著
幻冬舎 726 112757109
12 月公開予定

信じぬくんだ。たとえひとりになっても-。
えんとつだらけの町。そこに住むひとは、黒い煙にとじ
こめられて、青い空を知りません。えんとつそうじ屋の
少年ルビッチは、ハロウィンの日にあらわれたゴミ人間
のプペルと出会い…。
文：(株)図書館流通センター

