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犬山市立図書館 

〒484‐0083 

愛知県犬山市大字犬山字東古券３２２番地１ 

電話番号 ０５６８(６２)６３００ 

ホームページ http://www.lib.inuyama.aichi.jp/ 
 

携帯電話用ホームページ 

携帯電話で資料検索、お知らせの確認などが 

できます。 

https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/ 

wopc/pc/mSrv 

 

 
ＱＲコード 

 

ご利用案内 

開館時間 

犬山市立図書館・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・振替休日は次の平日が休館） 

 楽田ふれあい図書館 毎週月～金曜日 

 本館・楽田ふれあい図書館共通 

 ・年末年始（12 月 28 日～1月 3 日） 

 ・館内特別整理期間（年間 15 日以内） 

貸出点数：全て合わせて 10 点まで 

図書 10 冊まで / 雑誌・地図・紙芝居 3 点まで 

ＡＶ資料（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤなど） 2 点まで 

貸出期間：15 日間 

 

 

閉館時間の変更日：9 月1 日（金）～ 

 

図書整理期間のため 休館 します。 

 実施館：犬山市立図書館、楽田ふれあい図書館 

期 間：９月19 日（火)～１０月３日（火） 
 

※図書整理期間前の 9月 5 日（火）～18日（月）は、 

貸出期間を延長します。 

※休館中、図書の返却はブックポストまでお願いします。 

※ビデオ、ＣＤ、ＤＶＤ等の視聴覚資料の返却は、 

開館中にカウンターまでお願いします。 

閉館時間が 午後 6時 に戻ります。 

。 

ことちゃんは、洗濯が大好きな女の

子。洗濯をしていると愉快な仲間た

ちも一緒にやることになり、みんな

で楽しく洗濯をするお話です。絵も

可愛くてオススメです。 

（Ｓ・Ｉさん） 

『せっけんつけてぶくぶくぷわー』 

岸田 衿子 // 文 山脇 百合子 // 絵 

ちまちゃんはピンク色が大好きな女の子。いつ

も一緒にいるピンクのうさぎちゃん、モモ。ち

まちゃんはピンク色の物以外は、身に着けませ

ん。ある日、ちまちゃんのお誕生日がやってき

ました。ピンクのリボンがついた大きな箱。そ

の中には、水色のかわいいくまさんが入ってい

ました。でも、なぜか、ちまちゃんは困ってい

ます。それは、ピンク色が入ってなかったから

です。そこでお母さんは、どんな風に、くまさ

んをデコレーションしたのでしょうか…。 

（Ｍ・Ｙさん） 

『ちまちゃんとこくま』 

もりか // 著 

男の子が学校帰りに見た家に『か』

と書いてある家があった。その『か』

の意味は、「ここの家にはカッパが

住んでいるから注意しなさい」とい

う意味でした。そのカッパと家の主

人の絆が描かれたお話です。 

（Ｓ・Ｉさん） 

『かってなんだ?』 

おの やすこ // 作  あべ まれこ // 絵 

チョコでできたママから生まれたチョコ

たろう。一人前になったチョコたろうは、

みんなに「あまいあまいチョコ」を配るた

めに、家を出ました。色々な人に出会い、

あまい気持ちにさせてくれるチョコで、み

んなはあまい笑顔になりました。ある日、

町に甘いもの好きの盗賊がやってきた。町

中に甘いものが無くなり、みんな大変。果

たして、ここからチョコたろうはどんな風

に、甘い作戦で戦うのか…。（Ｍ・Ｙさん） 

 

『チョコたろう』 

森 絵都 // 文 青山 友美 // 絵 

https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/%0bwopc/pc/mSrv
https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/%0bwopc/pc/mSrv


                                     

 

 
 

             

                        
                                            

 

 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

『ヨーグルトの冷たいお菓子と焼き菓子』 

若山 曜子∥著 596.6 世界文化社  112786579 

夏におすすめの気軽なアイス「ヨーグルトバーク」、

フランスの家庭の焼き菓子「ガトーヤウー」など、心

地よい酸味と軽い食感で、ヘルシーなのに濃厚に

仕上がる、ヨーグルトを使った新しいお菓子の作り

方を紹介します。 

『ぼくの村がゾウに襲われるわけ。』 

岩井 雪乃∥著  480.9 合同出版 112786447 

アフリカのタンザニア、セレンゲティ国立公園の周辺の

村では、ゾウの群れが村を襲い、村びとたちは命の危険

にさらされている。 

動物を保護しながら人びとの暮らしを守るにはどうすれ

ばいいのかを考える。 

文：(株)図書館流通センター 

『たのしいキリンのかいかた   

ペンギン、コアラからパンダ、ゾウまで』 

たがわ ひでき∥絵 さいとう まさる∥監修 

Ｅ 学研教育出版 120744511 

キリン、ダチョウ、オオアリクイ、オウサマペンギン…。動物園で見

かける動物たちは、どうやって寝るの? 何を食べるの? 家での

飼い方を通して、動物の生態や人間との違いなどを伝える絵本。 

『ライオン 1頭』 

ケイティ・コットン∥文 スティーブン・ウォルトン∥絵 

木坂 涼∥訳 岩城 義人∥訳 Ｅ BL 出版 120790233 

ライオン 1 頭、ゴリラ 2 頭、キリン 3 頭…。1 から 10 までの数の動

物をえがいた絵本。確実に数が減っている野生動物たちの数を

かぞえながら、動物や命について考えてみましょう。動物につい

ての解説も掲載。 

『ぼくじょうにきてね』 

星川 ひろ子∥写真・文 星川 治雄∥写真・文 

645.3 ポプラ社（ふしぎいっぱい写真絵本） 120634415 

あたしのうちは牧場。あのね、きのうの夜、子牛がうまれたの。 

あたし、お母さんになってあげるね-。 

いのちと向き合った牧場の暮らし、働く父親の姿などを追った 

写真絵本。 

『警察犬になったアンズ 

命を救われたトイプードルの物語』 

鈴木 博房∥著 317.75 岩崎書店 120796628 

もう少しで殺処分になりそうなところをベテラン指導士に引き

取られたトイプードルのアンズ。警察犬のシェパードたちといっし

ょにコツコツと訓練を重ねて、警察犬になりました。小型警察犬と

してがんばるトイプードルの物語。 

動物大集合 !! 

この他の本も児童書のおすすめ本コーナーに揃えています 

『名字でわかるあなたのルーツ』 

森岡 浩∥著 288 小学館 112787429 

奈良の「高い橋」に因む朝廷の料理番「高橋」、水軍

で知られる大阪発祥の一族「渡辺」…。名字の由来を

知れば、一族と地域、国家の歴史がわかる。 

約 2500の名字のルーツを解説する。ルーツを探す方

法なども紹介。 

『歴史の証人ホテル・リッツ  』 

ティラー・J.マッツェオ∥著 羽田 詩津子∥訳

235.068 東京創元社  112786488 

パリのホテル・リッツ。ナチス占領時、ゲーリングが

拠点を置いたにも関わらず、文化人や王族も出入

りした。パリ解放時には、ヘミングウェイやキャパが

先を争ってリッツを目指す…。ホテルを舞台に歴史

を描くノンフィクション。 


