
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） 

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。 
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作者 タイトル 分類 資料コード 

令丈 ヒロ子/著 かえたい二人 913 120860374 

ジェイコブ グレイ/作  フェラルズ 3  白き傀儡の逆襲 933 120860317 

柏葉 幸子/著 涙倉の夢 913 120860259 

ファニー ベン=アミ/著 ファニー13歳の指揮官 929 120860242 

梨屋 アリエ/著 恋する熱気球 913 120860069 

石川 宏千花/著 少年 Nの長い長い旅 03 913 120859962 

田中 芳樹/著 水晶宮の死神  Victorian Horror Adventures 3 913 120859715 

西尾 維新/著 忍物語  <物語>シリーズ [23] F 112789003 

山本 弘/著 君の知らない方程式 F 112794169 

宮路 秀作/著 中学校の地理が1冊でしっかりわかる本 290 112792650 

WILLこども知育研究所/編著 歯科衛生士の一日 498 120860333 

書籍編集部/編 天才棋士降臨・藤井聡太 796 112798665 

ブティック社 
接着性のある粘土ジュエルパテ DeCoReで作る 

ディズニーキラキラデコモチーフ 
751 112793419 

戸田 恭子/著 文学部  なるには BOOKS 大学学部調べ 376.8 112793740 

伊達 康/著 友人キャラは大変ですか? 3 BF 112800982 

佐島 勤/著 魔法科高校の劣等生 23 BF 112792171 

桑原 水菜/著 涅槃月ブルース  炎の蜃気楼 昭和編[10] BF 112791173 

『かえたい二人』 
令丈 ヒロ子/著 

PHP 研究所 2017.9 913 120860374 
 

 「ふつう」にあこがれる月方穂木、「個性的」になりたい斉藤陽菜。

クラスのクイーンである赤坂萌奈のグループとのもめごとを通して、 

二人は飾らない自分と向き合い…。 

幼なじみ女子の成長物語。「なりたい二人」の姉妹編。 

 

『恋する熱気球』 

梨屋 アリエ/著 

講談社 2017.8 913 120860069 
 

 ヤングアダルト小説の名手が、思春期の恋や性に対する悩みと戸

惑いを、様々な立場の男子目線、女子目線で描いた青春小説集。 

表題作ほか、「オルゴール・ガール」「わたしを見ないで」など全 5

編を収録する。 

 

『魔法科高校の劣等生 23』 
 佐島 勤/著 

KADOKAWA 2017.8 BF 112792171 
 

 2097年 4月末。魔法師への逆風が強まる中、魔法の平和的利用とし

て「ディオーネー計画」という壮大な宇宙開発プロジェクトが提案され

る。そして、選ばれた人員の中にはトーラス・シルバーの名前が…。 

 

文：(株)図書館流通センター 

ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り 

犬山市立図書館 

 

「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♪ 

 

新着 PICK UP★ 

あたらしく入った本★ 

公式 facebook 

今年も 1年、 

よろしくおねがいします 

 

犬山市立図書館、公式 facebook をはじめました！ 

いろいろな情報をいち早くお届け♪  

下の QRコードから要 CHECKです! 
 

『文学部 なるには BOOKS 大学学部調べ』 
戸田 恭子/著 

ぺりかん社 2017.8 376.8 112793740 
 

 文学部をめざす人のための学部案内。文学部で学ぶことやキャン

パスライフ、卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、わかりや

すく説明する。教員・学生・卒業生インタビューも収録。 
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『人生はワンチャンス!』 

水野 敬也/著 文響社 159 112148168 
 

人生の名言と様々な犬の表情が楽しい１冊。 

ユニークな犬たちに笑わされ、そして名言 

の数々が心に染み入ってきます。 

300冊以上の本が犬文庫に大集合！その一部をご紹介

♪ 

 

日本全国どこを探しても、市町村名に 

｢犬｣がついているのは｢犬山市｣だけ！ 

ということで、戌年にのっかって、 
犬山市立図書館では犬のコーナー 

【犬文庫】を作っちゃいました！ 

戌年だけに、ワンダフルな 

コーナーになってまーす！ 
特設書棚には犬関連の本が 
盛り沢山。必犬(見)ですよ！ 

『犬から見た世界 
その目で耳で鼻で感じていること』 

アレクサンドラ ホロウィッツ/著  

白揚社 489 112379201 
 

人類の最高の友と言われる犬ですが、私たち

は彼らの世界を殆ど知りません。彼らは何を考

え、彼らの目は私たちをどう映しているのでし

ょうか。 

『近所の犬』 

姫野 カオルコ/著 幻冬舎 F 112526165 
 

｢飼えない｣飢えをどうしのぐか…。 

ずばり近所の犬と親しくなる！「借景」

ならぬ「借飼（しゃくし）」を生きがいと

する著者に、思わずニヤリ。 

『わんこを撮ろう!  
あなたも写せる愛犬のベストショット』 
アキラ早坂/著 宮西 ナオ子/著  

PHP 研究所 743 112256102 
 

ちょっとしたポイントをおさえるだけで愛犬の写真

がキレイに撮れます。愛犬の「インスタ映え」する 

写真を撮ってみませんか？ 

『ぼくは、チューズデー 
介助犬チューズデーのいちにち』 
ルイス カルロス モンタルバン/文  

ほるぷ出版 E 120780952 
 

退役軍人の生活を支える介助犬 

チューズデー。盲導犬などと比べて 

まだ普及の進んでいない介助犬が、どんな仕事をしてい

るのか知ることができます。 

『アンジュール ある犬の物語』 

ガブリエル バンサン/作 ブックローン出版 E 120086822 
 

鉛筆デッサンのみで綴られた字のない絵本。躍動感たっ

ぷりの表現力で、1 匹の犬に起こった『悲しみ』『驚き』

『喜び』が描かれます。最後に彼の瞳に映ったのは…。 

『101 のひとみ』 

秋元 良平/写真 吉武 輝子/文 教育画劇 E 

120687504 
 

話したいけど話せない。話せないか

ら気持ちを汲み取ろうとする。 

目は口ほどに物を言う。 

「犬」に関する 
企画も開催中！ 
詳しくは HPを
CHECKしてね！ 
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