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作者 タイトル 分類 資料コード 

令丈 ヒロ子/著 あたしの、ボケのお姫様。 913 120798384 

あさの あつこ/著  アレグロ・ラガッツァ Ｆ 112746284 

ひこ 田中/著 なりたて中学生 上級編 913 120798962 

石川 宏千花/著 死神うどんカフェ1号店 別腹編☆ 913 120799101 

近藤 尚子/著 あかりさん、どこへ行くの? 913 120798749 

深沢 美潮/著 IQ 探偵ムー 赤涙島の秘密 913 120798228 

齋藤 孝/著 できる人はこう読んでいる 07 120798236 

J.K.ローリング/著 ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部 932 120799291 

山本 博文/監修 日本の歴史 別巻 歴史まるわかり図鑑 21 120798715 

海野 和男/著 昆虫たちの世渡り術 486 120798756 

白央 篤司/著 にっぽんのおかず 写真絵本おかず風土記 38 120798764 

みのたけ製菓/著 
初めてでも失敗しない みのたけ製菓の 

アイスボックスクッキー完全レシピ 
596.6 112744875 

長尾 彩子/著 王女が秘される童話(メルヒェン) 南瓜の王女の研究録 BF 112747613 

こる/著 双剣の乙女  待ってて、わたしの旦那様! BF 112745484 

友井 羊/著 スイーツレシピで謎解きを BF 112745609 

白鳥 士郎/著 のうりん 13 BF 112744644 

大森 藤ノ/著 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 11 BF 112744651 

成田 良悟/著 折原臨也と、喝采を BF 112743893 

時雨沢 恵一/著 キノの旅 the Beautiful World Beautiful World 20 BF 112743901 

吉野 匠/著 レイン 13 新天地へ BF 112748306 

川原 礫/原案 
ソードアート・オンラインオルタナティブ  

クローバーズ・リグレット 
BF 112748314 

わ ん 

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 

  年末年始（12月 28 日～1 月 4 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 ※図書館行事の為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。 

携帯用ＨＰ 

https://ilisod001.apsel.jp/inuyama-library/wopc/pc/mSrv 

★新着資料 PICK UP★ 

『アレグロ・ラガッツァ』 
あさの あつこ/著 

朝日新聞出版 2016.10 913.6 112746284 
 

 高校では吹奏楽部には入らない、と心に決めていた美由。しか

し出逢う人々の想いが、由美の気持ちを優しく解きほぐしてい

く。16歳の少年少女の青春小説！ 

『双剣の乙女 待ってて、わたしの旦那様!』 
こる/著 

一迅社 2016.11 BF 112745484 
 

 夢は普通の男の人と普通の結婚をすること！しかし村の男性は

全くウィルラを相手にしない。なぜならウィルラはかなり腕が立

つ女の子だから…！ 

 素敵な旦那様を探しに、冒険者アンフィル達と旅立つウィル

ラ。平穏とは真逆の生活を送る彼らだが、なぜだかアンフィルに

ドキドキが止まらなくて…！？ 

『スイーツレシピで謎解きを  

推理が言えない少女と保健室の眠り姫』 
 友井 羊/著 

集英社 2016.10 BF 112745609 
 

 吃音のため人前で話すのが苦手な女子高生・菓奈。ある日好意を寄せ

るスイーツ男子・真雪が作ったチョコが行方不明に。言葉に詰まりなが

らも菓奈は一生懸命推理を伝える。 

子どもでも大人でもない＝ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り 

『新聞力 できる人はこう読んでいる』 
齋藤 孝/著 

講談社 2016.6 07 120798236 
 

 世の中のニュース、近郊のできごと、話題の商品…いろいろな分野の

情報がギュッと詰まったのが新聞です！難しい話が苦手なら、まずはと

っつきやすい面からでも大丈夫。新聞を味方にして時事が得意な人にな

ろう。 

ONE 

おすすめの新刊 



            

『はじめての今さら聞けない Facebook』 

金城 俊哉/著 秀和システム 547 112730882 
 

『はじめての今さら聞けない LINE入門』 

高橋 慈子/著 柳田 留美/著 秀和システム 547 11 
 

『はじめての今さら聞けないツイッター入門』 

八木 重和/著 秀和システム 547 112710686 

 

『定番の LINE&Facebook+Messenger,Instagram』 

丸山 弘詩/著 佐々木 和宏/著 

マイナビ出版 547 112743026 
 

アプリは使っているけれど、よく分からない 

ツールがあるんだよなぁ…って人は必見！ 

また、うっかり操作ミスして誤送信！なんて 

事態も避けれるかもしれませんヨ(＾◇＾) 

『はじめてのメルカリの使い方』 

桑名 由美/著 秀和システム 673 112724554 
 

不要になった衣服や小物、ゴミにする前にちょっと待った！ 

もしかしたら必要としている人がいるかも！ 

メルカリの登録から取引の流れまで、図入りで丁寧に解説。 

安心安全に取引を始めましょう。 
 

『Instagram を使いこなすパーフェクトガイド』 

マイウェイ出版 547 112590401 
 

今やインスタグラムで情報収集をする時代。 

ハッシュタグを追うことで、流行から観光、

芸能人の今まで知ることができちゃいます。

もちろん写真の加工などもこれでバッチリ。

インスタグラマー目指しちゃう！？ 

『SIM フリーがまるごとわかる本』 

晋遊舎 547 112590401 
 

CMでよく見る「格安スマホ」って一体なに！？ 

なんで携帯利用料金が安くなるんだろう？親と相談

したいけどどう説明すればいいのか分からない…。

そんな人のために、いろいろな格安スマホを検証し

ます。 

『おしえて!尾木ママ最新 SNSの心得 1～3』 

尾木 直樹/監修 

ポプラ社 54 120779996 
 

寝る間も惜しんでスマホをいじる。そんな生活になってしまわないた

めに…。知っておこう、スマホの扱い方。SNSでの付き合い方。 

 

20 人分のレシピが盛りだくさん！ 

たくさん作って友達みんなに配っちゃおう♡ 

『海外旅行のスマホ術 2016-2017最新版』 

日経 BP社 290.9 112732417 
 

旅のお供に１台のスマホを。ホテルやチケットの手配、 

情報収集から、現地でのネット接続、意思疎通。 

感動を記録するための写真や動画の撮影方法まで多数掲載。 

これで海外旅行もバッチリです！ 

『iPhone で撮影・編集・投稿 YouTube動画編集養成講座』 

SHIN YU/著 

ソーテック社 746 112708375 
 

   他人とはひと味違う動画を撮ってみませんか？ 

   自分で楽しむのもよし、皆で盛り上がるのもよし、 

可愛いペットを投稿するのもよし！ 

いろいろ撮って楽しみましょう。 

スマホやアプリ。使いこなせていますか？ 

「なんとなく使ってる」「よく分からない機能がいっぱいあって・・・」

そんな時は本を見てみると目から鱗かも。 

新生活とともにスマホを持ち始める方にも、おすすめです。 

http://4.bp.blogspot.com/-cC8ybC_4nUg/VGX8pO9cLhI/AAAAAAAApKQ/ZToS-DsItD4/s800/smartphone.png
http://1.bp.blogspot.com/-9lRuApUAgvY/VEETL6pOAoI/AAAAAAAAobI/tJkz0xRHFRk/s800/sns_happy.png
http://4.bp.blogspot.com/-nq47CUDCE8w/VuaPoe-itDI/AAAAAAAA408/W1rRvQr1jrMPoPn4GDUsuXQz2uAf3XRSA/s800/computer_message_app.png
http://1.bp.blogspot.com/-SzIiCELtTuM/WCqrzVab_QI/AAAAAAAA_v0/qJCTsZIdXeMmwPUgCYEiBZ3paUhT46HEwCLcB/s800/smartphone_nidaimochi_man.png
http://1.bp.blogspot.com/-0m9mIjIfvCM/V5QoGtSnNfI/AAAAAAAA8nA/X0esmvZn4f8wfglotdFeozwdYjGw9f_7QCLcB/s800/smartphone_schoolboy_stand_smile.png
http://1.bp.blogspot.com/-8-vAWhB8IW8/V5QoIw6xbrI/AAAAAAAA8nQ/0P6gkSJvDVIZULY_1mk0FCbwyYKFugjhwCLcB/s800/smartphone_schoolgirl_stand_smile.png
http://2.bp.blogspot.com/-jiFCj2BoIVg/V0E4BYa7ZQI/AAAAAAAA62I/AsVAdR2fqQIhd9fSQl3lpiDBcOPUkgq4wCLcB/s800/food_smartphone_satsuei.png

