あたらしく入った本たち★

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♪

ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り

2018 年 11 月～12 月号 No.52（奇数月発行）

新着 PICK UP★
『司書のお仕事 お探しの本は何ですか?』
大橋 崇行/著 小曽川 真貴/監修
味岡市立図書館に、新人司書として採用された稲嶺双葉。そこで待っ
ていたお仕事とは? 蔵書目録の作成、本の受け入れ作業、イベント企画
など、
「司書のお仕事」の内容をストーリー形式でわかりやすく紹介。
勉誠出版

『疾風の女子マネ!

013

112193719

』

まはら 三桃/著
“いい男狙い”で運動部マネージャーを志望した女子高生、咲良。そんな彼
女が、ある男子の走る姿に目を奪われ、陸上部に入部する。ひとめぼれした彼
はリレー選手だった-。選手と共に成長していく咲良の姿を描いた青春物語。
小学館

913

120869698

『退屈をぶっとばせ! 自分の世界を広げるために本気で遊ぶ』
Joshua Glenn/著

犬山市立図書館

利用案内

公式 Facebook
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
12 月 16 日午後 2 時から、図書館で DVD 上映会
図書 10 点まで ／ 雑誌 3 点まで
を開催します。有村架純、松坂桃李など豪華声
AV 資料（ビデオ・CD・DVD など）2 点まで
優陣によるアニメ、
『くるみ割り人形』を上映。
※すべて合わせて 10 点までとなります。
主題歌はきゃりーぱみゅぱみゅ。極彩色の世界
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。 が描かれる映画、ぜひ見に来てね♪
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。

自分にぴったりの楽器を探す、ガレージセールでお金をかせぐ、自分自身の
メディアを作る…。10 代の子どもたちに向けて、退屈な世界や大人に支配され
ない意味のある人生の作り方を紹介する。おすすめの本、映画、音楽も掲載。
オライリー・ジャパン オーム社(発売)

03 120869466

『薬草令嬢ともふもふの旦那様』
江本 マシメサ/著
結婚に不利な条件をいくつも抱える田舎領主のレナルドは、花嫁探し
のために出席した王都の夜会で運悪く狼化してしまう。暗闇に隠れてい
ると、狼姿のレナルドを恐れない子爵令嬢・メレディスと遭遇して…!?
コバルト文庫

BF 112832506
文：(株)図書館流通センター

星野 源
『いのちの車窓から』
ドラマ「逃げ恥」
「真田丸」
、ヒット曲
「恋」に「紅白」出演と、怒濤の日々を
送るなかで紡いできた風景、心の機微-。
星野源の魅力、そのすべてがわかる、
誠意あふれるエッセイ集。

押切 もえ
『モデル失格 幸せになるためのアティチュード』

加藤 シゲアキ
『ピンクとグレー』
絶望的に素晴らしいこの世界に、僕は君と共にある…
。芸能界を舞台に、ステージという世界の魔法、幻想
に魅入られた幼なじみのふたりの青年の愛と孤独を
描いた青春小説。

小学館

角川書店 F 112368634

KADOKAWA 914.6 112772637

「生きる姿勢」ひとつで、人は誰でも幸せになれる! トップ
モデル・押切もえが、決して順風満帆とはいえない半生を振り
返りつつ、どんなときも努力をおこたらない、あきらめない
姿勢の秘密=「HAPPY の見つけ方」を語る。
779

111985180

藤崎 彩織
『ふたご』

大泉 洋
『大泉エッセイ 僕が綴った 16 年』

彼は、私のことを「ふたごのようだ…」と言った。
私は全然そんな風には思わない。彼は、私の人生の
破壊者であり、創造者だった-。とあるバンドの、
結成前夜の物語。SEKAI NO OWARI の Saori、初小説。

「水曜どうでしょう」への秘めた本音、ローカル
タレントから全国区へ激変した心情と自負…。
大泉洋が、1997 年から 2005 年にかけて、
『じゃらん
北海道発』など 3 誌に連載したエッセイをまとめ、
書き下ろしを加える。

文藝春秋

あの人が書いた
あんな本、こんな本。

F 112806740

メディアファクトリー

若林 正恭
『社会人大学人見知り学部卒業見込』
下積み期間と呼ばれる長い長いモラトリアムを過ごしたぼく
は、随分世間離れした人間になっていた-。芸人・若林正恭が、
30 歳を過ぎてから社会への参加方法を模索した経験を綴る。

メディアファクトリー

779 112456140

矢部 太郎
『大家さんと僕』
お笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎と一風変わった
大家さんとの“2 人暮らし”を描いた、ほっこりあた
たかなコミックエッセイ。
新潮社

772 112460852

松岡 修造
『人生を変える修造思考! 』
向井 理
『向井理、ビストロ修行 ハングリー!な簡単レシピ 53』
初心者 OK! シェフ気取り OK! 俳優・向井理が、
野菜のテリーヌや鶏肉のコンフィ、洋梨とチーズの
タルトなど、家でも余裕で、失敗なくできる超簡単
フレンチレシピを紹介します。
マガジンハウス

毎日がたのしくてしょうがない人生にしよう!
「断るときは 100%断る」
「いつも心に富士山を
イメージする」
「なんとなく食べない」など、
ワクワク生きるための自己変革術を、松岡修造
が伝授する。
アスコム

159

112388947

596.2 112370226

726 112837422

犬文庫からおすすめの ONE Book♪

メ デ ィ ア 化 ★ 原 作 本
『スマホを落としただけなのに』
志駕 晃/著 宝島社 BF 112772645
出演：北川景子、千葉雄大、田中圭。映画公開予定 11 月 2 日。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

麻美の彼氏の富田が落としたスマホを拾った男は、ハッカーだった。
画像フォルダを見た男は麻美を気に入り、SNS を駆使した狡猾な罠で麻
美に迫る。一方、神奈川の山中では身元不明の女性の死体が次々と発見
され…。

『LOVE
マライア

CHRISTMAS』
キャリー∥[ほか]歌

ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル
150016962

聴くと不思議とワクワクしてきちゃう
クリスマスソング。ワム！の『ラスト・
クリスマス』やマライア・キャリー
『恋人達のクリスマス』など、定番
ソングを 19 曲収録。

『オオカミと野生のイヌ』
近藤 雄生/本文 菊水 健史/監修
エクスナレッジ 489 112845367

野生イヌの中核をなすオオカミについて、様々
な角度から解説。さらに「オオカミ型系統」
「南
米系統」
「アカギツネ型系統」など 4 つの系統ご
とに種を紹介し、野性イヌの全貌を明らかにす
る。写真も豊富に収録。
************************************************************************************

コーナーには犬関連の本が、わんさか！わんこ好き集まれ！

