あたらしく入った本★
作者

犬山市立図書館

タイトル

分類

資料コード

F

112798921

913

120861497

Ｆ

112802913

WILL こども知育研究所/編著

太陽ときみの声
X-01 2
僕はロボットごしの君に恋をする
ハケンアニメ!
咸臨丸にかけた夢 幕末の数学者・小野友五郎の挑戦
それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよう!
医学部に行きたいあなた、医学生のあなた、そして
その親が読むべき勉強の方法
柔道整復師の一日 10代の君の「知りたい」に答えます

ディズニーファン編集部/編

川端 裕人/著
あさの あつこ/作
山田 悠介/著
辻村 深月/著

BF

112795299

289

120862503

649

112800313

490

112801089

498

120861414

東京ディズニーリゾートアトラクションガイドブック2018

689

112799010

西尾 維新/著

美少年椅子

BF

112801881

丸戸 史明/著

冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた 13

BF

112804448

トネ

スーパーカブ 2

BF

112798756

鎌池 和馬/著

新約とある魔術の禁書目録(インデックス) 19

BF

112799879

時雨沢 恵一/著

キノの旅 21

BF

112799853

渡 航/著

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 12

BF

112798749

あざの 耕平/著

東京レイヴンズ 15

BF

112796594

支倉 凍砂/著

狼と羊皮紙 新説狼と香辛料 3

BF

112795281

鳴海 風/著
日本獣医学会/編
岩田 健太郎/著

コーケン/著

川原 礫/著

ソードアート・オンライン 20 ムーン・クレイドル

BF

112795307

前田 珠子/著

天明の月 2 破妖の剣外伝

BF

112795364

HoneyWorks/原案

ハートの主張 告白予行練習 [7]

BF

112798764

犬山城下町も、桜の季節は大賑わい！
お花見ついでに、気軽に図書館にも遊びに来てください♪

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）
楽田ふれあい図書館：毎週月～金曜日
公式 facebook
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
facebook で
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。
情報配信中♪
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。

「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♪

ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り
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新着 PICK UP★
『太陽ときみの声』
川端 裕人/著
朝日学生新聞社 2017.9 F

112798921

サッカー部のキャプテンになり、充実した高校生活を送っていた一
輝は、左目の視力が極端に落ちていることに気づく。そんな時、音を
頼りにプレイする“ブラインドサッカー”に出会い…。
『朝日中高生新聞』連載を書籍化。

『ハートの主張

告白予行練習 7』

HoneyWorks/原案 香坂 茉里/著
KADOKAWA 2017.10 BF 112798764
中学ではクラスから浮かず友達をつくる、と意気込む高見沢アリサ。
けれど、女子グループになじめず、言葉を交わすのは後ろの席の榎本虎
太朗くらいで…。
HoneyWorks の「告白予行練習」シリーズ第 7 弾。

『キノの旅 the Beautiful World 21』
時雨沢 恵一/著
KADOKAWA 2017.10 BF 112799853
キノがエルメスを押して城門をくぐると、男 2 人と女が 1 人、キノ
たちを見て「旅人さんが、たった今入国しました!」
「この旅人は真理
を求めて旅を続けているのです」と大声で喋っていた。なんとそれは
ラジオの実況中継で…!?

『それ!獣医学のスペシャリストに聞いてみよう!』
日本獣医学会/編
学窓社 2017.9 649 112800313
犬や猫って風邪をひくの? 動物実験を獣医師はどう思っているの?
日本獣医学会のホームページに寄せられた、動物および動物の病気に
関することや、獣医師の仕事の内容、獣医師になるための進路などに
関する質問に答える。
文：(株)図書館流通センター

サクラ STORY

『日本桜の名所

*****************************
主婦の友社 291 112247911

今号では桜に関する本などを特集！
心のお花見におでかけしちゃいましょ(*^▽^*)
『サクラ咲く』

『小説秒速

************************************
辻村 深月/著
光文社 F 112381124

***********************************
新海 誠/著
KADOKAWA BF 112737614

中学 1 年生の塚原マチが図書室で本をめくって
いると、一枚の紙が滑り落ちた。そこには丁寧
な文字で「サクラチル」と書かれていて…。
中高生が抱える胸の痛みや素直な想いを、みず
みずしく描く。表題作ほか全 3 編を収録。

いつも大切なことを教えてくれた明里、そん
な彼女を守ろうとした貴樹。小学校で出会っ
た 2 人は中学で離ればなれになり、それぞれ
の恋心と魂は彷徨を続けていく…。1 人の少年
を軸に描かれる、3 つの連作短編を収録。

『桜風堂ものがたり』
************************************
村山 早紀/著 PHP 研究所 F 112742945

万引き事件がきっかけで、長年勤めた書店を
辞めることになった青年。しかしある町で訪れ
た書店で、彼に思いがけない出会いが…。田舎
町の書店の心温まる奇跡を描いた長編小説。

中村 文則/著 幻冬舎

BF

112175773

三代目 J Soul Brothers 岩田剛典主演。山本美月、
斎藤工、北村一輝ほか出演。映画公開予定 2018 年 3 月。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ライターの「僕」は、2 人の女性を殺した容疑で逮捕され、
死刑判決を受けた被告の面会に行く。調べを進めるほど、事
件の異様さに飲み込まれていく「僕」
。被告や周囲の狂気が
暴走し、真相は迷宮入りするかに思われたが…。

北は北海道から南は九州・沖縄ま
で、「財団法人日本さくらの会」が選
定した桜の名所 100 選を写真とともに
紹介。品種名・桜の見頃・アクセス・
問い合わせ先などのデータも掲載。

5 センチメートル』

『夕凪の街

『美味しい櫻 食べる桜・見る桜・知る桜』
******************************************
平出 眞/編著 旭屋出版 596.3 112701792

桜の食を楽しんでほしい-。桜スイーツの仕掛け人であ
る著者が、全国の桜スイーツから料理・お酒、桜のレシ
ピまで、食べる桜の魅力を紹介。桜の名所や名桜、桜が
描かれた芸術作品、植物としての桜の知識なども掲載。

桜の国』

********************************************
こうの 史代/著 双葉社 マンガ 112024252

昭和三十年、灼熱の閃光が放たれてから十年。ヒロシマ
を舞台に一人の女性の小さな魂が大きく揺れる。戦争と
は、原爆とは何だったのか? 渾身の問題作。

犬文庫からおすすめの ONE Book♪

メ デ ィ ア 化 ！ 原 作 本
『去年の冬、きみと別れ』

100 選』

『大傑作撰』
森山 直太朗
ユニバーサルミュージック

150023810

春の定番曲『さくら (独唱)』を
含む、オールタイムべストアルバム
です。全部で 15 曲収録♪

『犬が伝えたかったこと』
三浦 健太/編著
112804539

サンクチュアリ出版

犬だけが知っていた妻の日課、自分の病気を家
族にかくしていた犬、犬がずっと大切にしてい
た宝物…。
犬とのありふれた一日が、かけがえのない
幸せな一日だと気づかせてくれる、実話を
もとにした感動ストーリー20 話を収録。
************************************************************************************

コーナーには犬関連の本が、わんさか！わんこ好き集まれ！

645

