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岩瀬 成子/著

マルの背中

K913

120797956

小手鞠 るい/著

いつも心の中に

K913

120797949

佐藤 まどか/著

リジェクション 心臓と死体と時速200km

K913

120797824

J.J.エイブラムス/原作

スター・ウォーズ フォースの覚醒

B933

112740758

駒崎 優/著

よき群れより放たれ

913.6

112742119

小前 亮/著

真田十勇士 外伝

K913

120797998

あさの あつこ/著

X-01

K913

120798202

石川 宏千花/著

少年 N の長い長い旅 01

K913

120798194

石川 宏千花/著

少年 N のいない世界 01

BF

112742994

A.ニールセン/著

ねらわれた王座 ジェニファー

K933

120798178

たかはし あや/著

もっと売れっ子ハンドメイド作家になる本

594

112741905

山下 久猛/著

商店街で働く人たち しごとの現場としくみがわかる!

67

120798152

疎陀 陽/著

フレイム王国興亡記 5

BF

112741822

田中 ロミオ/著

人類は衰退しました 未確認生物スペシャル

BF

112740709

小野上 明夜/著

死神姫の再婚 愛深き復讐の女神 [20]

BF

112740717

和ケ原 聡司/著

はたらく魔王さま! 0-2

BF

112740014

支倉 凍砂/著

狼と香辛料 18

BF

112740030

支倉 凍砂/著

狼と羊皮紙 新説狼と香辛料

BF

112740022

『少年 N の長い長い旅』

佐島 勤/著

魔法科高校の劣等生 20

BF

112740048

糸森 環/著

令嬢鑑定士と画廊の悪魔

BF

112742986

石川 宏千花/著
講談社 2016.9 Ｋ913 120798194

鳳乃 一真/著

龍ケ嬢七々々の埋蔵金 11

BF

112742978

HoneyWorks/原案

金曜日のおはよう

BF

112742960

バンダル・アード=ケナード [6]

忍び里の兄弟

1

カーシア国3部作 3

告白予行練習 [6]

HAPPY NEW YEAR! 2017 年 1 月～2 月号 No.41（奇数月発行）

ONE

新着資料 PICK UP!
『金曜日のおはよう 告白予行練習 [6]』
HoneyWorks/原案 藤谷 燈子/著
KADOKAWA 2016.10 BF 112742960
桜丘高校に通う濱中翠と成海聖奈は、毎朝通学電車の中で何と
なく目が合う関係。お互い気になっているけれど、緊張して「お
はよう」がなかなか言い出せなくて…。
HoneyWorks の「告白予行練習」シリーズ第 6 弾。

猫を 13 匹殺して、その首をビルの屋上から投げ落としたあと、自らも
ダイブすれば異世界にいくことができる-そんな都市伝説が小 6 の野依
の耳に届いたころ、猫殺しの事件が起きる。犯人さがしをする野依の前
に現れたのは…?

中高生のみなさん、図書館 2 階に学習室があるのを知っていますか？
午前１０時～午後５時４５分まで、どなたでも自由に使えます。
利用する場合は、学習室利用券を１階ロビーで受け取ってくださいね。
風邪・インフルエンザ対策をしっかりして、勉強頑張ってください！

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・振替休日の場合は翌日が休館）
携帯用ＨＰ
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 4 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
※すべて合わせて 10 点までとなります。
https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/wopc/pc/mSrv
貸出期間 15 日間

『X-01』
あさの あつこ/著
誠文堂新光社 2016.9 Ｋ913 120798202
由宇の 15 歳の誕生日の前日、父親が「X-01」と言い残して急死。黒
ずくめの男たちが「X-01」を求めてやってきた。一方、ラタの住む永依
の国は滅亡の危機を迎えていた-。運命に翻弄される由宇とラタ、2 人
の魂の物語。

CD『超いきものばかり
てんねん記念メンバーズ BEST セレクション』
いきものがかり/演奏

2016.3

150022770

いきものがかり 10 周年（＝てんねん記念）の
ベストアルバムです♪

CD『福の音』
福山 雅治/演奏

2015.12 150022747

デビュー25 周年ベストアルバム。3 枚組 46
曲の超豪華アルバムです。ライブ音源も収録！

文：(株)図書館流通センター

『動物ぽんぽん』
『女子中高生のかわいいチョコ』

trikotri/著
誠文堂新光社 594.9 112705173

ブティック社

ぐるぐる巻いた毛糸から、こんなに可愛い動物が

596.6

112241989

本命チョコから友チョコまで、簡単に可愛く

できちゃうなんて！髪ゴムやブローチにアレン

作れるチョコレシピが満載。

ジすれば、みんなの注目間違いなし☆

ちょっと背伸びした、大人チョコの作り方も
載っています♡

『コロンとかわいい!ディズニーのあみぐるみ』
いちかわ みゆき/著
ブティック社 594.3 112726906

『はじめてでもかんたん!HAPPY♥友チョコ』

コロンと丸っこいディズニーキャラクターたち。お部屋や玄関に

中村 陽子/著
成美堂出版 596.6 112598438

飾ってあるだけでキュートですよね。基本は一緒だから、毛糸の
20 人分のレシピが盛りだくさん！
たくさん作って友達みんなに配っちゃおう♡

色を変えるだけでいろいろなキャラが作れます。

『パン生地でつくるミニチュアパン雑貨』
ぱんころもち/著 カリーノぱん/著
ブティック社 594.9 112734736
生地をこねて、形作って、オーブンで焼く。そこにニスを塗れば可愛い
ミニチュアパン雑貨の完成です。
マグネットやピン、ストラップにアレンジするのもおすすめですよ～♪

『ちょこっとイラスト&手がき文字が描ける本』
米丸 ゆみ/著
学研パブリッシング 726 112534326

『マステで素敵にアレンジ楽しいギフト&おもてなし』

自分の字じゃどうもパッとしない…。簡単なイラストが上手く描けな

森 珠美/作品
メイツ出版 754 112701677

い…。そんなキミも、この本を真似するだけで大丈夫！お手紙が、メ
モが、ノートが、すてきに大変身！

『ふせんで作るミッフィーの切り絵あそび』
Killigraph/著
双葉社 754 112730619
こんな付箋がノートや手帖に貼られていたり、メモと一緒
に机上に残されていたらとってもキュート！さり気なくお
手紙に忍ばせても素敵ですね。

集め始めたら止まらない＆どんどんたまっていくマスキングテープ。
これが女子会アイテムにぴったりの装飾グッズって知ってました！？
オーナメントや壁飾り、紙コップやギフトを可愛くアレンジして、
テンションを上げましょっ☆

『I LOVE スクラップブッキング』
ブティック社

744 112453295

友達との大切な想い出を、アルバムにしてみま
せんか？可愛くオシャレに作れるテクニックが
いっぱいです。

