
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（7月 21日～8月 31 日は午前 9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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『グランドスタッフになるには』 
京極 祥江/著 

ぺりかん社 366 112816491 
 

 搭乗の手続き、パスポート・ビザの確認、手荷物の受託、ゲート業

務…。安全で快適な空の旅を地上から支えるグランドスタッフが、最

前線で活躍する姿を紹介。適性と心構えから就職の実際までを詳しく

解説する。 

 

『掟上今日子の色見本』 
西尾 維新/著 

講談社 F 112816442 
 

 掟上今日子が誘拐された。突然の脅迫電話を受けた、置手紙探偵事務所唯

一の従業員・親切守は、手探りで捜査を開始する。一方、今日子は犯人のも

とで目を覚まして…。忘却探偵シリーズ第 10弾。 

『友人キャラは大変ですか? 4』 
 伊達 康/著 

小学館 BF 112816293 
 

 俺の名は小林一郎。“友人のプロ”を自称している。姿を消したエルミ

ーラさんが子連れヴァンパイアとなって現れた。色々と深い事情がある

らしい。口止めされた俺は、エルミーラさんとナイショの子育て生活を

始めるのだが…。 

 

文：(株)図書館流通センター 

ヤングアダルト（１０代後半）のための図書館便り 

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♪ 

 

新着 PICK UP★ 

あたらしく入った本たち★ 

公式 Facebook 

 

『墓守りのレオ 2  ビューティフル・ワールド』 
石川 宏千花/著 

小学館 913 120865233 
 

 だれかをいとしく思いはじめた瞬間から、この世界はたまらなく美

しい-。墓地に集う霊たちと会話をすることができるレオが、その能

力で「死」に足を踏み入れた人たちを救っていく、異色のダークファ

ンタジー、第 2集。 

学生の皆さんに朗報です！ 

7月 21日～8月 31日の夏休み期間中 

開館時間が 1時間早くなります。 
学習室も開放していますので、 

ぜひ図書館を利用してくださいネ☆ 
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犬文庫からおすすめのONE Book♪ 

 

『しつけの常識にしばられない 

犬とのよりそイズム』 
中西 典子/著  

緑書房 645 112819321 
 

子犬をケージから出すな、ソファに乗せるな、

一緒に寝るな、甘嚙みはやめさせろ。 

そんな「しつけの常識」にモノ申す! 2000 頭の

犬たちと向き合ってきたドッグトレーナーが、

犬によりそう新しい付き合い方を提案する。 

『ペンギン・ハイウェイ』 
森見 登美彦/著 角川書店 F 112272653 

 

森見登美彦の SF小説をアニメ化。 

宇多田ヒカルが主題歌を担当。映画公開予定 2018年 8月。 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

小学 4年のぼくが住む郊外の街に突然、ペンギンたちが現れた。どうや

ら歯科医院のお姉さんのふしぎな力が関わっているらしい。このおかし

な事件の謎を解くべく、ぼくは研究を始めるが…。 

メ デ ィ  ア 化 ★ 原 作 本 

 

 

『Finally』 
安室 奈美恵  

エイベックス・エンタテインメント 150023943 
 

安室奈美恵 25年の歴史を語るベストアル

バム。デビュー曲から新曲まで、全 52 曲が

アニバーサリーイヤーを彩ります。時代によ

って違う、曲の雰囲気を楽しんでみてはいか

がですか？(*^▽^*) 
************************************************************************************ 

コーナーには犬関連の本が、わんさか！わんこ好き集まれ！ 

『ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン』 
************************************************************************************************** 

時雨沢 恵一/著 KADOKAWA BF  
 

VRMMO「GGO」の世界で、理想のチビアバターを手にした長身コンプレックスの香蓮。美人プレ

イヤーのピトフーイと意気投合した“レン”は、チームバトルロイヤル版<スクワッド・ジャム>への

参戦を打診され…。 

♪『VOCALOID BEST from ニコニコ動画 あか』 
cosMo@暴走 P feat.初音ミク/[ほか]作 

♪『VOCALOID BEST from ニコニコ動画 あお 』 

とく P feat.初音ミク/ [ほか]作 

♪『ずっと前から好きでした。』 

HoneyWorks/ 演奏 

♪『和楽花道中 杵家七三社中傑作撰 ボカロ曲を演奏して戴いた 』 

杵家七三社中/演奏 
 

『図書館には もっとティーンズに借りに来てほしい 

ライトノベルや CD や雑誌がたっくさんあるんだよー！』 

6 月 30 日から 8 月 3 日まで、図書館内、中央展示スペースで 

ティーンズ向けのコーナーを展開中★ 

★『オタクのためのコレクターアイテム収納術』790 

★『こだわりのコスプレ衣装が作れる COS 衣装メイキングブック』593 

★『アニメ&ゲームコスプレ MAKE』 595 

★『マンガキャラデッサン入門 360° 』藤井 英俊/監修 726 

★『超入門これなら描ける!服のシワの描き方の教科書 』春輝/監修 726 

★『CLIP STUDIO PAINT PRO 公式リファレンスブック』セルシス/監修 726 

★『荒木飛呂彦の漫画術 』荒木 飛呂彦/著 726 

ボーカロイド 

 

★『告白予行練習』シリーズ 
HoneyWorks/原案 藤谷 燈子/著 

★『カゲロウデイズ 』シリーズ じん(自然の敵 P)/ 著 

★『悪ノ娘 』シリーズ 悪ノ P/ 著 
 

アニメ化作品 

 

趣味の本あれこれ 

 

*『カードキャプターさくら』Clamp/著 講談社 

*『ONE PIECE』尾田 栄一郎/著 集英社 

*『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 

 

漫画コーナーより 

 

『Fate/Zero』虚淵 玄/著 星海社 BF  

『とある魔術の禁書目録(インデックス)』鎌池 和馬/著 KADOKAWA BF  

『十二大戦』西尾 維新/著 集英社 F  
 

『冴えない彼女(ヒロイン)の育てかた』 
******************************************************************* 

丸戸 史明/著 富士見書房 BF  
 

桜舞い散る通学路で運命の出会いをした…ハズの安芸倫也。だが、相手は

キャラが全く立っていないクラスメートだった!? 「ならば、俺がお前をメイ

ンヒロインにしてやる!」 メインヒロイン育成コメディ。 

雑誌コーナーより 

 

*『Newtype』角川書店 

*『月刊ポップティーン』角川春樹事務所 

*『non･no』『MEN'S NON-NO』集英社 
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