ヤングアダルト（ＹＡ）新刊案内
作者

タイトル

分類

資料コード

安東 みきえ/作

ゆめみの駅遺失物係

913

120773361

石川 宏千花/著

死神うどんカフェ1号店 3杯目

913

120773122

平岡 敦/編訳

最初の舞踏会

953

120773015

橋口 佐紀子/著

遊園地・テーマパークで働く人たち

68

120771340

山口 常夫/文

被災犬「じゃがいも」の挑戦 めざせ!災害救助犬

36

120773072

田中 章義/[編]著

十代に贈りたい心の名短歌100

911

120773130

藤井 旭/著

藤井旭の天文年鑑

440

120773189

81プロデュース/監修

声優さんになりたいっ!

77

120773155

半田 滋/著

僕たちの国の自衛隊に21の質問

39

120771407

アレックス シアラー/著
野津 智子/訳

魔法があるなら僕たちの国の自衛隊に21の質問

F

112542915

藤谷 治/著

全員少年探偵団 みんなの少年探偵団

F

112539481

石井 桃子/著

においのカゴ

F

112535653

F

112540257

BF

112539317

はやみね かおる/著

岩波少年文庫 ホラー短編集 3

スターウォッチング完全ガイド 2015年版

石井桃子創作集

モナミは時間を終わらせる?
Time waits for no one!なのだよ

奈波 はるか/著

少年舞妓・千代菊がゆく! 53

丸戸 史明/著

冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 7

BF

112542477

田中 ロミオ/著

人類は衰退しました 平常運転

BF

112542485

疎陀 陽/著

フレイム王国興亡記 3

BF

112542493

BF

112542501

大森 藤ノ/著

ふたりだけの結婚式

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
外伝[3] ソード・オラトリア

3

あざの 耕平/著

東京レイヴンズ 12

BF

112535315

吉野 匠/著

レイン 10

BF

112535281

大森 藤ノ/著

エスケヱプ・スピヰド 7

BF

112533047

青葉 優一/[著]

王手桂香取り! 3

BF

112533054

前田 珠子/著

鬱金の暁闇 22 破妖の剣 6

BF

112539309

犬山市立図書館

利用案内

開館時間
本館：午前 10 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・振替休日は次の平日が休館）
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年末年始（12 月 28 日～1 月 3 日）
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ＡＶ資料（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど）2 点まで
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★新着図書 PICK UP★
『少年舞妓・千代菊がゆく! 53
ふたりだけの結婚式』
奈波 はるか/著
集英社 BF 112539317
人気シリーズ、マルチエンディングの第 3 弾が満を持して登場！
千代菊は自分が男子中学生「美希也」であることを楡崎に告白す
る。ところが楡崎はそれを知った上で、今後も美希也との交際を継
続したいと申し出て・・・！？
他の 2 つのエンディングも読んで、好きなラストを見つけてくだ
さいね。

『ゆめみの駅遺失物係』
安東 みきえ/著
ポプラ社 913 120773361
「おたずねしますが、失くした物語はどんな種類でしたか？」
ゆめみの駅・遺失物係。ここには失くした「おはなし」が届け
られる。自分が失くした「おはなし」を求めて、毎日そこを訪
ねる女の子。その度にいろんな「おはなし」を聞くことになっ
て―。
童話のようなファンタジーです。

『声優さんになりたいっ!』
81 プロデュース∥監修
講談社 77 120773155
声優ってどうやってなるの？特別な訓練ってあるの？何をすれ
ばいいの？
そんな疑問への答えが、ギュッと１冊に詰まった本です。プロの
人気声優さんたちへのインタビューも充実。夢への第一歩につな
がるかもしれません。

『赤毛の女医アン』シリーズ
福田 隆浩/ [著] 講談社 913 120699723

★ティーンズにおすすめの本★

自由奔放なアン先生のもとで、准看護士として働くこ

講談社から出版されている｢YA！エンターテイメント｣シリーズ。
まだ大人じゃないけど、もう子どもでもない・・・そんなヤングアダルト（YA）世代の
みんなが共感できるストーリーがいっぱいです☆

『坊っちゃん リライトノベル』
夏目 漱石/原作 駒井 和緒/文 雪広 うたこ/絵 講談社

913

120778279

夏目漱石の名作を、キャラクターや基本設定を受け継いだまま、舞台を現代に移して

とになったひとみ。ちょっと変わった先生は、町の人た
ちも敬遠しがち。でも実はアン先生、医者としての腕は
超一流なんです！

『都会(まち)のトム&ソーヤ』シリーズ
はやみね かおる/ [著] にし けいこ/画
講談社 913 120756317
創也の頭脳×内人の行動力。ふたりでなら、平凡

大胆リメイク！ 中学 3 年生の清田清太をはじめ、生徒の皆は、2 ヵ月後に迫った体

な日常が冒険の舞台に様変わり！数々の挑戦を受け

育祭の応援合戦に浮き足立っていた。そんなある時、SNS を通じて先生の不正を知っ

ながら、ふたりが難題をクリアしていく姿は気分爽

てしまい・・・！？

快。
一緒に冒険にでかけよう！

『邪宗門 リライトノベル』
芥川 龍之介/原作 駒井 和緒/文 遠田 志帆/絵
120778287

小学館

913

エリート教育の中で育った中学生・聡。恋愛というものに一切の理解を示さない

『妖怪アパートの幽雅な日常』シリーズ
香月 日輪/著 講談社 913 120668405
不思議なめぐり合わせによって、妖怪アパートに住むことになった稲葉夕士。

彼が、何故か平安時代にタイムスリップ！そこで出会った若殿とともに、予想外の

その名の通り、人以外のモノ―つまり妖怪も暮らすアパートで、夕士はどんどん世界

法力バトルに巻き込まれてしまうのだった。芥川龍之介の名作を大胆アレンジ！

を広げて、ひと回りもふた回りも成長していく。
個性的なキャラクターに囲まれて、あなたもアパートの一員になってみませんか？

『菜子の冒険 猫は知っていたのかも。 』
深沢 美潮/ [著] 講談社 913 120681093
ミステリー作家の娘、飯倉菜子 16 歳。ある日、逃げ出した愛猫を追って、近

『どまんなか』シリーズ
須藤 靖貴/ [著] 講談社 913 120704689
快速投手の青居礼文（レブン）
。入部した野球部は、猛特訓よりも猛ミーティング

所のへんくつおばあさんの家にたどり着いたが、菜子はそこでひとつの謎に気

を重視する違和感だらけの野球部だった！？ 徐々に盟友と名監督との絆を築き、

付く。母の担当であるイケメン編集者とともに、その謎を追っていくのだ

一丸となって甲子園を目指し始めるレブンたち。しかしもちろん前途多難で・・・！？

が・・・！？

『お面屋たまよし』シリーズ
石川 宏千花/ [著] 平沢 下戸/画
講談社 913 120760236
誰でもなりたい姿になれるという妖面。面作師として、
それを作り出すことができる平良と甘楽は、旅の道中
で、様々な思いから妖面を求める人々に出会っていく。

『死神うどんカフェ 1 号店』シリーズ
石川 宏千花/ [著]
講談社 913 120767173

『エール』
はやみね かおる/ [著] 濱野 京子/ [著] 石川 宏千花/ [著] 風野 潮/ [著]
香坂 直/ [著] 講談社 913 120757513
人気作家が集結！友情をテーマにしたアンソロジーです。書きおろしやスピンオフに、
初めて読む人も、元本を知っている人も楽しめること間違いなしの１冊。

喜びも悲しみもまとめて、胸にじんとくるシリーズ。

『100%ガールズ』シリーズ
吉野 万理子/ [著] 講談社 913 120758610

生きる希望を見失っていた希子が、偶然見つけた｢死神

ボーイッシュな真純は、ファンが付くほど女子にも人気な女の子。有名私立女

うどんカフェ｣。そこで働くのは死神と、半死人の友人亜

子校に入学して、サッカー準クラブに入部。カッコいい女の子たちとともに、

吉良だった。彼らと多くの時間を過ごすうちに、自分の

胸キュン学園ライフを満喫するのだった。

素直な心を取り戻していく希子。少しずつ、前に進んで

ガールズたちの青春をとくとご覧あれ！

いく姿に温かな気持ちになります。

