
犬山市立図書館は いつでも君を待ってるよ 
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。 
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『フォトジェニックなラテアート』 
伊藤 雄一/著 

 

  SNS映えするラテアートのアイデアと描き方の実践書。「フルカラ

ー・ラテアート」の技術紹介を中心に、それを元にしたキャラクタ

ー・ラテアートの描き方や、様々なモチーフを描く際のポイントな

どを、連続写真で紹介する。 

著者は一宮のイタリア料理店のオーナーシェフ！ 

旭屋出版 596.7 112855143 

 

『臆病な伯爵令嬢は揉め事を望まない』 
 白猫/著 

 

 侯爵令嬢・ソフィーに憧れる地味でしがない取り巻きのアメリア

は、彼女の婚約者、王太子殿下の密会現場を目撃してしまう。なりゆ

きから、ソフィーの弟・ルーファスと協力して恋のレッスンを始める

と、周りに少しずつ変化が…。 
 

KADOKAWA BF 112854690 

文：(株)図書館流通センター 

ヤングアダルト(中高生)向け図書館便り 
「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♪ 

 

PICK UP★図書 

あたらしく入った本たち★ 

公式 Facebook 

 

『サッカーボーイズ 13歳』 
はらだ みずき/作 ゴツボ リュウジ/絵 

KADOKAWA 913 120773973 

4/27(土)～5/6(月)の 

ＧＷ期間中、図書館は毎日 

開いているよ★ 
※5/7(火)は休館します 

 『若おかみは小学生！』 
令丈 ヒロ子/作 講談社 913 120532411 

 

『つきがいちばんちかづくよる』 
竹下 文子/作 植田 真/絵  

岩崎書店 E 120769153 
 

城東中学校・Ｓさんオススメ 
 城東中学校・Ｏさんオススメ 

 

こちらもオススメ 

 

こちらも 

オススメ 

 

『僕はロボットごしの君に恋をする』 
山田 悠介/著 

河出書房新社 BF 112802913 

 2060年の東京では、人型ロ

ボットを使ったプロジェクト

が進んでいた。健は同僚の陽

一郎や彼の妹の咲に助けられ

ながら、仕事に奮闘する。と

ころが、咲の勤務先にテロ予

告が届き……。ラストに驚愕

必至の感動大作です。 

 
 

 

桜ヶ丘中学校サッカー部

に入部した武井遼介は、

入部してすぐに公式戦に

出場した。しかし、上級

生の体格やスピードの差

を見せつけられる。 

競技スポーツとして入り

口に入った遼介、新しい

サッカー人生が始まる。 

BY犬山市立図書館 

義経千本桜 
 

国谷裕子と考える

SDGsがわかる本 大迫力!世界の天使

と悪魔大百科 

砂に書いた名前 

お出かけは 13日

の金曜日 

婚約破棄から始まる悪役令嬢の監獄

スローライフ 

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 外伝 11 

狼と香辛料 20 

七つの魔剣が

支配する 2 

魔法の絞り出しクッキー 官公庁の仕事 こどものための

防災教室 

ハケン飯友 

シネマ・コミック 

ハウルの動く城 
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キミたちの生まれた平成をたどってみよう 
 

『タイタニック』 
レオナルド・ディカプリオ/主演  

館内視聴ビデオ 番号 160010542 
 

1912年、処女航海に出た豪華客船タイタニック号。新天

地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックと上流階

級の娘ローズは船上で運命的な出会いを果たす。身分違

いの恋を乗り越え強い絆で結ばれていく 2 人だが…。 

『ゲームボーイパーフェクトカタログ』 
前田 尋之/監修 分類 798 図書番号 112859434 
 

1989 年に発売され、全世界で 1 億台以上売り上げた驚

異の携帯ゲーム機、ゲームボーイ。ハードウェアをスペ

ック情報も含めて完全解説するほか、国内発売ソフト

1262タイトルを、画面&パッケージ写真付きで紹介する。 

『新幹線のぞみ白書』 
大朏 博善 分類 686 図書番号 110870458 
 

東海道新幹線が開通して 30 年、人も技術も、社会も

変わった。「のぞみ」開発プロジェクトの試行錯誤を

中心に、高速運輸システムの現況を面白くわかりや

すく解説。鉄道ファン必読のテクノガイドブック。 

任天堂ゲームボーイ発売 

東海道新幹線のぞみ 運転開始 

映画タイタニック大ヒット 

『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

よくばり裏技ガイド』 
分類 689 図書番号 112821780 
 

アトラクション、レストラン、ショップの攻略法を

徹底紹介。ハリポタ・エリア必勝 MAP、ユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパン攻略 MAP、スケジュールなど

が書き込める白地図付き。 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン OPEN 

なでしこ JAPAN 初の世界一 

ドラえもん声優陣交代 

東京スカイツリー開業 

スターバックスコーヒージャパン 
唯一出店のない鳥取県に１号店 OPEN 

安室奈美恵 引退 

『世界一のあきらめない心』 
江橋 よしのり 分類 783.4 図書番号

112344478 
 

大会前に丸山が語った悩み、勝利の PK直前な

ぜ熊谷は肩甲骨ストレッチをしていたのか

…。なでしこジャパンを長く取材してきた著

者による「2011 女子 W 杯」舞台裏秘話&ドラ

マが満載。 

『ぼく、ドラえもんでした。』 
大山 のぶ代 分類 772 図書番号 111823043 
 

声優時代を中心とした大山のぶ代の自伝。ドラえもんとの

運命の出会いから、テレビや映画、藤本先生の思い出など、

26 年間の涙と笑いにあふれたエピソードをつづる。貴重

な写真満載の「大山のぶ代グラフィティ」も収録。 

『東京スカイツリー完成までの軌跡』 
日本経済新聞出版社 分類 526 図書番号 112389614 
 

東京タワーの約 2倍に相当し、自立式電波塔としては世

界一の高さを誇るスカイツリーは、どのようにして建て

られたのか。安全第一で進められた建設の経緯と、惜し

みなく投入された最新技術や関係者の創意工夫の数々

を紹介する。 

『スターバックスコーヒー 豆と、人と、心と。』 
ジョン シモンズ 分類 673 図書番号 111751996 
 

世界に約 8000 店舗を展開するスターバックス。シアトル

の小さな店からスタートしたこのコーヒーショップはど

のようにして成長したのか。大量生産・大量広告に頼らな

いスターバックスの「ブランディング」の秘密を探る。 

『Finally』 
安室 奈美恵 貸出用 CD 番号 150023943 
 

安室奈美恵の全てが詰まった最後のベストアルバム。 

25 年の歴史を懐かしむのにぴったりです。 

『頂へ 藤井聡太を生んだもの』 
岡村 淳司 分類 796 図書番号 112822747 
 

子ども時代、プロ棋士への道、驚異の 

快進撃…。地元記者が追った、将棋界 

の超新星・藤井聡太の成長と進化の軌 

跡を収録する。インタビューや熱戦譜 

も掲載。 

史上最年少棋士 
藤井聡太四段(現七段)が快進撃 

いろんなことが 

あったねぇ～ 
 

そういえば、 

スタバは犬山にも 

オープンしたね！ 
 

みんなはどんな 

出来事が印象に残ってる？ 

流行ったものや好きだった歌、

ファッションとか、友達と話す

と盛り上がるかもね！ 
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