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「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♪
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羊の告解
青春ハンドメイド

小中学生のための
障害用語集

天使のにもつ

つくられた心

中高生からの
日本語の歴史

今号のおすすめ本
『バッタを倒しにアフリカへ』
前野ウルド浩太郎/著
こうがい

都会の
薬屋のひとりごと 部長会議
トム&ソーヤ
8
16
はじまります

秘密をもてない ブライアーヒルの
わたし
秘密の馬

バッタが大群となり農作物を食い荒らす「蝗 害 」。昔から人間を悩ま
せているこの現象を、まだ誰も解明できていません。昆虫学者である
著者は、研究のためサハラ砂漠に向かいます。そこで待っていたの
は、過酷でありながらも出会いに満ちた日々……著者の奇想天外な冒
険をお楽しみください。
光文社 486 112778378

声優道

『戒名探偵卒塔婆(そとば)くん』
高殿 円/著
お寺のお気楽次男坊のクラスメイトは、なぜかお墓にくわしい不
思議くん！？ キャラの立ちまくった高校生たちが、持ち込まれる
難問・奇問を解決！ 読んでいるうちに、お寺の豆知識も増えちゃ
います。
KADOKAWA Ｆ 112858360

世界最高の
暗殺者、
異世界貴族に
転生する

君と漕ぐ

鏡のむこうの
最果て図書館

狼と羊皮紙 4

司波達也
暗殺計画
2

友人キャラは
大変ですか?
オフコース

犬山市立図書館は いつでも君を待ってるよ
公式 Facebook
開館時間
本館：午前 10 時～午後 6 時 ★(7 月 20 日～8 月 31 日は午前 9 時～午後 6 時)
楽田ふれあい図書館：午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 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 3 点まで
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
夏休み期間中、
※すべて合わせて 10 点までとなります。
特設ヤングアダルトコーナーにも
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。
ぜひ遊びにきてね！
開放時間：午前 10 時～午後 5 時 45 分
席数：平日約 30 席、土日祝日約 60 席利用できます。

城東中学校・Ｇさんオススメ

『やはり俺の青春ラブコメは
まちがっている。』
渡 航/著

小学館

BF

112700190

こちらもオススメ

『僕は友達が少ない』
KADOKAWA

『サッカーボーイズ 13 歳』
はらだ みずき/作 ゴツボ リュウジ/絵
KADOKAWA 913 120773973
桜ヶ丘中学校サッカー部
に入部した武井遼介は、
入部してすぐに公式戦に
出場した。しかし、上級
生の体格やスピードの差
を見せつけられる。
競技スポーツとして入り
口に入った遼介、新しい
サッカー人生が始まる。

青春とは噓であり悪であ
る…。というレポートの題
は、高校生活を振り返って
書いた八幡という高校二年
の学生。これを見た国語教
師の先生はこのレポートを
見て更生させようとする。
彼の更生はできるのか！

平坂 読/著

城東中学校・Ｏさんオススメ

BF

112703467

こちらも
オススメ

『つきがいちばんちかづくよる』
竹下 文子/作 植田 真/絵
岩崎書店 E 120769153

10 代におすすめの本を設置しているよ

図書館に

ティーンズコーナー
登場中！

日本コロムビア

気軽に手に取ってもらえれば幸せです…♡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(750

Travel

みんなだいすき
ミュージカル-&-映画のうた

夏休み期間中、図書館カウンター前に、
10 代の君たちにおすすめの本を集めます！
ファンタジーやミステリー、青春、友情、
アニメ化、ライトノベル、ボカロなどなど

『みんなの同人グッズ制作マニュアル』

英語で楽しむ

本で旅する

150024313

サウンドオブミュージックや
アニー、アラジン、アナ雪な
ど、英語で口ずさんでみたく
なる曲がいっぱい！

『世界幻想と
ファンタジーの情景』

112879135)

作品への愛を具現化したもの…それが同人グッズ!!
この本では具体的にグッズの作り方を解説したり、道具や材料、予算を紹介
したりしています。皆さんの中で素敵なアイデアが生まれますように★
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ねことじいちゃん』ねこまき

(726

パイインターナショナル
290.8 112875190

あのシリーズ 1 冊目は

コレだ!

112877519)

大吉じいちゃんは猫のタマとふたり暮らし。ふたりの毎日は冒険やイベント
とは無縁の、ありふれた日常かもしれないけれど、幸せに包まれています。
ほのぼのほっこりした気持ちになれるコミックエッセイです。

『冒険者たち ガンバと 15 ひきの仲間』
斎藤 惇夫/作 藪内 正幸/画
ドブネズミのガンバは、イ
タチと戦う島ネズミを助け
に、15 匹の仲間たちと夢
見が島へ渡ることに。そこ
で待ち受けていたのは獰猛
な白イタチのノロイ。
知恵を働かせて戦う姿にハ
ラハラドキドキします。
アニメや映画にもなった作
品です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『蜘蛛ですが、なにか?』シリーズ 馬場 翁

(F

112873948)

私はフツーの女子高生…のはずが！何故か蜘蛛に転生しちゃった…!!?
モンスターが闊歩する中、最底辺の私（＝蜘蛛）は生き延びることができるのか。
リアルな蜘蛛の描写などがメインではないので、虫が苦手な子でも大丈夫。
カラッとした性格の主人公と異界をサバイバルしよう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『緑と楯 ハイスクール・デイズ』雪舟 えま

(F

おとぎ話から飛
び出したような
お城や建物、かわ
いい花畑、神秘的
な自然風景、幽玄
たる廃墟…。世界
各地の美しい情
景写真を、その場
所にまつわる物
語や逸話ととも
に紹介します。

112864236)

なんとなく苦手な相手が、いつの間にか気になる存在になっていたら…。
誰からも好かれる荻原楯(たて)に劣等感を抱いていた兼古緑(みどり)。今まで
避けていた相手だったけど、担任に頼まれプリントを届けることに。そこで楯
の意外な一面を見た緑は、どうにも彼のことを目で追ってしまうようになり
…。
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『転生したらスライムだった件』
伏瀬/著 GC NOVELS F 112871512

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『救世主だった僕が三千年後の世界で土を掘る理由』
有丈 ほえる (BF 112861687)
機械人間リュトが目覚めると、そこは侵略者アルデヒトが君臨する三千年後
の地球だった。眠っている間に博士たち人間はどうなってしまったのか…。
考古学者のニナ、アイルと共に、絶滅したとされる人類の遺跡発掘調査にリ
ュトは乗り出す。大地の下には一体何が眠っているのか…！？

37 歳で通り魔に刺され、人生が終わった三上悟。
気がつくとスライムとして異世界に転生していた…！
ユニークスキル『捕食者』を武器に、最弱スライムは
最強スライムへと進化していく！暴風竜ヴェルドラや
ゴブリン、牙狼族など仲間との出会いも必見です。

