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作者 タイトル 分類 資料コード 

太宰 治/[ほか]著 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション 獣 913 120851639 

中島 たい子/著  がっかり行進曲 913 120851886 

エリック ペッサン/著 3つ数えて走りだせ 953 120855275 

越水 利江子/著 南総里見八犬伝 運命に結ばれし美剣士 913 120852405 

麻希 一樹/著 「悩み部」の平和と、その限界。 913 120852397 

舟崎 泉美/小説 仰げば尊し 3 美崎高校吹奏楽部のファンファーレ 913 120854369 

みうら かれん/[ほか]著 恋愛トラブル・ストーカー  NHKオトナヘノベル 913 120854351 

長江 優子/[ほか]著 リア友トラブル NHKオトナヘノベル 913 120854377 

椎野 直弥/著 僕は上手にしゃべれない 913 120853007 

名木田 恵子/著 風夢緋伝 913 120854575 

平林 久/著 超巨大ブラックホールに迫る 440 120854591 

WILLこども知育研究所/編著 獣医師の一日 64 120852082 

都道府県の特産品編集室/編 調べてみよう都道府県の特産品 お菓子編 59 120853577 

ブラックバイトから子どもたちを守る会/編 気をつけよう!ブラックバイト・ブラック企業 3 36 120854609 

子供の科学編集部/著 ぜんぶわかる118元素図鑑 431 120853684 

浜崎 潤之輔/著 中学校3年間の英語が1冊でしっかりわかる本 830 112760269 

大森 藤ノ/著 
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 

ファミリアクロニクル episodeリュー 
BF 112768486 

あさの あつこ/著 決戦のとき 光と闇の旅人 3 BF 112765888 

佐島 勤/著 魔法科高校の劣等生 21 動乱の序章編 上 BF 112761390 

時雨沢 恵一/著 ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン 6 BF 112767181 

疎陀 陽/著 フレイム王国興亡記 6 BF 112758826 

上遠野 浩平/著 螺旋のエンペロイダー Spin3 BF 112594999 

鳳乃 一真/著 龍ケ嬢七々々の埋蔵金 12 BF 112756119 

丸戸 史明/著 冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 12 BF 112768452 

支倉 凍砂/著 狼と羊皮紙 新説狼と香辛料 2 BF 112767165 

わん 

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（8月は午前 10時～午後 7時まで。1 時間延長します！） 

 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 

※すべて合わせて 10点までとなります。 

貸出期間 15 日間 

本館 2 階学習室 ※図書館行事の為開放しない日もあります。 
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。 

携帯用ＨＰ 

https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/wopc/pc/mSrv 

★新着資料 PICK UP★ 

『リア友トラブル』 
長江 優子/ほか著 

金の星社 2017.2 913 120854377 
 

 「友だち関係のトラブル」をテーマにした、10代の“リアル”な

悩みにこたえるストーリーを 3話収録。 

NHK Eテレ「オトナヘノベル」番組内のドラマのもとになった 

小説を再編集。 

 

『中学校 3年間の英語が 1冊でしっかりわかる本』 
浜崎 潤之輔/著 

小学館 2016.12 BF 112754890 
 

 中学校 3年間の英語が短時間でしっかり理解できる本。 

学校では教えてくれないコツ、最低限必要な文法用語などを 

盛り込み、学ぶ順序にこだわって丁寧に解説する。 

 

『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  

ファミリアクロニクル episodeリュー』 
 大森 藤ノ/著 

SBクリエイティブ 2017.3 BF 112768486 
 

 腕利きの元冒険者リューは、とある夫婦の一人娘がさらわれたことを 

知り、調査を開始する。その先に彼女が辿り着いたのは…。 

「ダンまち」の世界を補完するクロニクル・シリーズ第 1弾。 

少女達が酒場に集う始まりの物語も収録。 

 

子どもでも大人でもない＝ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り 

『冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 12』 
丸戸 史明/著 

KADOKAWA 2017.3 BF 112768452 
 

 突然の電話を受け、待ちに待った加藤恵との誕生日デートをドタキャ

ンして倫也が向かった場所は-病院だった。そこで知らされた予想だに

しない状況に、倫也は大きな決断を迫られ…!? 

ONE 

おすすめの新刊 

文：(株)図書館流通センター 



               

『短い爪がもっとかわいいネイル』 
宝島社 595 112726328 

 

『山歩びより ビギナー女子のための

登山入門 BOOK』 
主婦と生活社 786 112286380 

 

『東海女子の山歩き 

週末登山とっておきガイド』 
山女子編集部/著 

メイツ出版 291.5 112716675 

『モテ×ウケ!バーベキューレシピと超ラクアウトドア』 
たけだバーベキュー/著  

学研パブリッシング 596.4 112499231 

『超はじめてのマウンテンバイク』 
辰巳出版 786 112766159 

 

 

『田部井淳子のはじめる!山ガール』 
NHK 出版/編  

日本放送出版協会 786 112266697 
 

『絶対おいしいキャンプごはん』 
ワタナベ マキ/著  

オレンジページ 596.4 112773015 
 『週末バーベキュー!』 

みなくち なほこ/著 

中央公論新社 596.4 111927992 

 

『ほぼ 100 均ネイル おうちでかんたん!』 
しずく/著 

KADOKAWA 595 112536446 

 

『学んで実践!太陽紫外線と上手につきあう方法』 
佐々木 政子/編著 

丸善出版 494 112573977 

 

小説『空しか、見えない』 
谷村 志穂/著 

スターツ出版 F 112444591 
 

中学３年で遠泳チームを組んだ 8 人。ある事件をきっかけに、 

10 年ぶりに再会を果たし、再び海に戻ることに。 

 

小説『なんくるない』 
よしもと ばなな/著 

新潮社 BF 112126651 
 

沖縄の海はいつでも人の心を癒していく。 

「なんてことないさ」その一言が心に染みます。 

 

小説『小やぎのかんむり』 
市川 朔久子/著 

講談社 913 120794466 
 

山寺でのサマーキャンプに参加することになった中学３年生の夏芽。

ひと夏の出会いと体験が夏芽の心を成長させる。 

 

『秘密の沖縄スポットガイド』 
北島 清隆/写真・著 

エクスナレッジ 291.9 112732391 

 

『デジタルカメラ超・花火撮影術』 
金武 武/写真 

KADOKAWA 746 112514658 

 

『星空の教科書』 
早水 勉/著  

技術評論社 442 112754296 
 

ガイドブック 

 

オシャレ 

 

レシピ 

 

テクニック 

 

知識 

 

知識 

 

レシピ 

 

テクニック 

 

入門 

 

入門 
 

 

ガイドブック 

 

 
夏休み！ 

どこに行こうかな～♪ 
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