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♪

ティーンズのための図書館便り

2018 年 10 月

中学校
特別版

「わん BOOKS」とは★

ティーンズに向けて、おすすめの本や新着資料を発信しているお便りです。
その始まりは 2010 年。奇数月に発行、月初に図書館や市内中学校で配布しています。
毎号いろんな特集を
組んで、本の紹介を
しています☆

今までこんな特集をしたよ★
『こころの息抜き。』
新学期号では気分転換できる本を特集。
苦しいとき、本が心の逃げ道になると
いいなと想いを込めました。

『アニメ*マンガ*ゲーム
だいすきなんです！』
図書館にはティーンズに身近な、サブカル
チャーの本もたくさんあることを知って
ほしくて特集しました。

『聖地巡礼してみない？』
「君の名は」の影響で聖地巡礼が流行。
愛知・岐阜が舞台となった小説を特集
しました♪

あたらしく入った本を紹介します★
『スタートボタンを押してください
ゲーム SF 傑作選』
ケン リュウ∥[ほか著]
東京創元社 112824784
「紙の動物園」のケン・リュウ、
「All You Need Is Kill」の桜坂洋、
「火星の人」のアンディ・ウィアー
ら、現代 SF を牽引する豪華執筆陣
が、ビデオゲームと小説の新たな可
能性に挑んだ 12 編を収録。

『隣のずこずこ』
柿村 将彦∥著
新潮社 112826755
中学 3 年生のはじめが住む
町に突如、伝説の<あいつ>と
謎の美女・あかりさんがやっ
て来た。今日から 1 カ月後に
<あいつ>は町のすべてを「な
かったこと」にしてしまうの
だという。はじめたちは計画
阻止にのりだすが…。

『SNS トラブル連鎖
NHK オトナヘノベル』
高橋 幹子∥[ほか著]
金の星社 120866686
「SNS にかかわる人間関係
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。

文：(株)図書館流通センター

所蔵の一部を紹介します★

気になる雑誌も
無料で読めちゃう！

図書カードは無料で作れ
るよ。作る時は学生証か
保険証を持ってきてね。

ひとり 3 冊まで借りられます。最新号は館内で見てね。
『non･no』
『MEN'S NON-NO』『nicola』『an･an』『CHEEK』
『東海ウォーカー』『東海じゃらん』『猫びより』
『Wan』
『鉄道ファン』『航空ファン』『Newtype』
『スマッシュ』『Sports Graphic Number』
『サッカーマガジン』
『バスケットボール』
『ダ・ヴィンチ』etc…

*『ONE PIECE』
尾田 栄一郎/著 集英社

*『カードキャプターさくら』
Clamp/著 講談社

*『最遊記』
峰倉 かずや/著 エニックス

*『To LOVE る－とらぶる－』
矢吹

健太朗/漫画 集英社

*『風の谷のナウシカ』
宮崎 駿/著 徳間書店

ひとり 2 点まで借りられます♪

*『神風怪盗ジャンヌ』

★『ずっと前から好きでした。』

*『ヒカルの碁 完全版』

★『Finally』
安室 奈美恵
エイベックス・エンタテインメント
150023943

♪

種村 有菜/漫画 集英社

HoneyWorks

★『ゆずイロハ 1997-2017』
ゆず

セーニャ・アンド・カンパニー 150023844

MusicRay'n

150024040

★『福の音』
福山 雅治
ユニバーサルミュージック 150022747

ユニバーサルミュージック

こうの 史代/著 双葉社

*『School Rumble』
小林 尽/漫画 講談社

★『アンコール』
back number

ほった ゆみ/原作 小畑 健/画 集英社

*『この世界の片隅に』

150023737

*『もやしもん』

★『週刊少年ジャンプ 50th Anniversary BEST ANIME MIX
vol.1』
FLOW ほか

Sony Music Labels

石川 雅之/漫画 講談社

etc…

150024164

★『DREAMS COME TRUE THE BEST! 私のドリカム』
DREAMS COME TRUE

ユニバーサルミュージック 150023760

日本の中で、市町村名に「犬」がついているのは
「犬山市」だけなんですよ☆
図書館ではたくさんの犬本を集めた書棚を作って、
ワンダフルなコーナーを提供しています。

犬山市立図書館
Facebook も更新中♪
HP では学習室の開放状況
もお知らせしてるよ♪

『柴犬まるの幸福論』小川 仁志/監修
考えすぎない、とにかく笑おう、強く望もう、行動し
よう! 楽観主義を自認するフランスの哲学者アランの
「幸福論」の言葉を、柴犬「まる」の写真とともに紹
介します。幸せになれるヒントが満載。

「ぜひ犬山市立図書館に遊びに来てください(^^)/」
★貸出カードはその場で作成できます。身分証明書(保険証や学生証)を持ってきてくださいネ★
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（9 月 18 日～10 月 2 日）
貸出点数 図書 10 点＊雑誌 3 点＊視聴覚資料 2 点 ※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 ※図書館行事のため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。（混雑状況に応じて変更あり）

