
《一般向けの本》

書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【総記・コンピュータ・雑著】

独学Photoshop Mappy Photoえりな&たじ 翔泳社 007.6 ﾄﾞ

家の光　読書エッセイ入選作品集　第２１回 家の光協会 019.0 ｲ 21

仙台市博物館調査研究報告　第42号(令和3年度) 仙台市博物館 仙台市博物館 069 ｾ 42

【哲学・思想・占い】
統一教会とは何か 有田　芳生 大月書店 169.2 ｱ

【歴史・地理・旅行ガイド】

東アジアからみた「大化改新」 仁藤　敦史 吉川弘文館 210.3 ﾆ

日本軍が銃をおいた日 ルイ・アレン 早川書房 210.7 ｱ

中国の歴史 DK社 東京書籍 222.0 ﾁ

一冊でわかる北欧史 村井　誠人 河出書房新社 238.9 ｲ

【社会・政治・金融・教育】

Qを追う 藤原　学思 朝日新聞出版 304 ﾌ

年寄りは本気だ 養老　孟司 新潮社 304 ﾖ

政治のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 ダイヤモンド社 312.1 ｲ

プーチンの戦争 ナザレンコ・アンドリー ワック 319.1 ｱ

日中友好侵略史 門田　隆将 産経新聞出版 319.1 ｶ

経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 ダイヤモンド社 330 ｲ

日本経済の見えない真実 門間　一夫 日経BP 332.1 ﾓ

社会保障のトリセツ 山下　慎一 弘文堂 364 ﾔ

ピンクとブルーに分けない育児 カイル・マイヤーズ 明石書店 367.1 ﾏ

未来が変わる勉強法 安田　祐輔 KADOKAWA 376.8 ﾔ

撤退戦 齋藤　達志 中央公論新社 391.2 ｻ

【自然科学・医療】
人新世 平　朝彦 東海大学出版部 402 ﾀ

股関節痛の教科書 齊藤　貴志 池田書店 494.7 ｺ

40代から始めよう!閉経マネジメント 吉形　玲美 講談社 495.1 ﾖ

更年期のヨガ サントーシマ香 大和書房 498.3 ｻ

40代からシニアまで睡眠の悩み 三島　和夫 NHK出版 498.3 ﾖ

【技術・洋裁・料理・子育て】

長く使えるこどもニット 日本ヴォーグ社 594.3 ﾅ

今日からはじめる減塩ごはん 小田　真規子 家の光協会 596 ｵ

【芸術・美術・音楽・スポーツ】

面白いほどスイスイ進む! トモキン メイツユニバーサルコンテンツ 785.2 ｵ

動画で差がつく!競泳バタフライタイムを縮める50のコツ 奥野　景介 メイツユニバーサルコンテンツ 785.2 ﾄﾞ

2022年11月1日発行

通巻212号

図書館新着だより・・・過去1年間のうちに出版され、先月受け入れした本を紹介します。

置いてある場所がわからない場合は、お近くの職員におたずねください。

その他、図書館のイベントやお知らせ、特別展示も紹介しています！！

11月 むつ市立図書館新着だより



《一般向けの本》

書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【文学・エッセイ・ルポタージュ】
シルバー川柳　上を向いて歩こう編 みやぎシルバーネット 河出書房新社 911.4 ｼ

放哉の本を読まずに孤独 せきしろ 春陽堂書店 914.6 ｾ

小さなひとり暮らしのものがたり みつはし　ちかこ 興陽館 914.6 ﾐ

湊かなえのことば結び 湊　かなえ 角川春樹事務所 914.6 ﾐ

あのて、このて　高次脳機能障害のキセキ 伊藤　尚子 論創社 916 ｲ

春の香り　脳腫瘍と闘い、十八歳で逝ってしまった最愛の娘へ　 坂野　和歌子 文芸社 916 ｻ

幸福とは何ぞや 佐藤　愛子 中央公論新社 917 ｻ

戦争日記　鉛筆1本で描いたウクライナのある家族の日々 オリガ・グレベンニク 河出書房新社 986 ｸﾞ

ウクライナ戦争日記 Stand With Ukraine Japan 左右社 989.4 ｳ

時代小説ザ・ベスト　2022 日本文藝家協会 集英社 B F ｼﾞﾀﾞｲｼ

【文庫】
八甲田山消された真実 伊藤　薫 山と溪谷社 B 396.2 ｲ

最強兵器入門 野原　茂 潮書房光人新社 B 559 ﾉ

セピア色の回想録【杉原爽香<49歳の春>】 赤川　次郎 光文社 B F ｱｶｶﾞﾜ

内憂【惣目付臨検仕る(四) 】 上田　秀人 光文社 B F ｳｴﾀﾞ

起死の矢【大江戸定年組〈3〉】 風野　真知雄 KADOKAWA B F ｶｾﾞﾉ 3

冗談じゃねえや　上 門田　泰明 祥伝社 B F ｶﾄﾞﾀ 1

冗談じゃねえや　下 門田　泰明 祥伝社 B F ｶﾄﾞﾀ 2

任せなせえ　上 門田　泰明 祥伝社 B F ｶﾄﾞﾀ 1

任せなせえ　下 門田　泰明 祥伝社 B F ｶﾄﾞﾀ 2

ごんげん長屋つれづれ帖　5 金子　成人 双葉社 B F ｶﾈｺ 5

傑作!名手たちが描いた小説・鎌倉殿の世界 安部　龍太郎 宝島社 B F ｹﾂｻｸ

京都祇園もも吉庵のあまから帖　5 志賀内　泰弘 PHP研究所 B F ｼｶﾞﾅｲ 5

家康の養女満天姫の戦い 古川　智映子 潮出版社 B F ﾌﾙｶﾜ

【新書】
ヒトの壁 養老　孟司 新潮社 S 304 ﾖ

ウクライナ戦争と米中対立 峯村　健司 幻冬舎 S 319.3 ｳ

ストレス脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社 S 493.7 ﾊ

【日本小説】
invert　2　覗き窓の死角 相沢　沙呼 講談社 F ｱｲｻﾞﾜ 2

はぐれんぼう 青山　七恵 講談社 F ｱｵﾔﾏ
この部屋から東京タワーは永遠に見えない 麻布競馬場 集英社 F ｱｻﾞﾌﾞｹ

濱地健三郎の呪える事件簿 有栖川　有栖 KADOKAWA F ｱﾘｽｶﾞ

奇跡を蒔くひと 五十嵐　貴久 光文社 F ｲｶﾞﾗｼ

【語学・会話】天下大乱 伊東　潤 朝日新聞出版 F ｲﾄｳ

水底のスピカ 乾　ルカ 中央公論新社 F ｲﾇｲ

小説家の一日 井上　荒野 文藝春秋 F ｲﾉｳｴ

切腹屋 岩井　三四二 光文社 F ｲﾜｲ

【郷土資料】首切り島の一夜 歌野　晶午 講談社 F ｳﾀﾉ

リバー 奥田　英朗 集英社 F ｵｸﾀﾞ

夏日狂想 窪　美澄 新潮社 F ｸﾎﾞ

マル暴ディーヴァ 今野　敏 実業之日本社 F ｺﾝﾉ

シャドウワーク 佐野　広実 講談社 F ｻﾉ

クロコダイル・ティアーズ 雫井　脩介 文藝春秋 F ｼｽﾞｸｲ

あこがれ 瀬戸内　寂聴 新潮社 F ｾﾄｳﾁ

われ去りしとも美は朽ちず 玉岡　かおる 潮出版社 F ﾀﾏｵｶ

しろがねの葉 千早　茜 新潮社 F ﾁﾊﾔ

吉原と外 中島　要 祥伝社 F ﾅｶｼﾞﾏ

ストロベリー戦争【弁理士・大鳳未来】 南原　詠 宝島社 F ﾅﾝﾊﾞﾗ



《一般向けの本》

書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号
【日本小説　つづき】

仕掛島 東川　篤哉 東京創元社 F ﾋｶﾞｼｶﾞ

いけない　2 道尾　秀介 文藝春秋 F ﾐﾁｵ 2

麻阿と豪 諸田　玲子 PHP研究所 F ﾓﾛﾀ

#真相をお話しします 結城　真一郎 新潮社 F ﾕｳｷ

命のねだん 吉永　千惠子 文芸社 F ﾖｼﾅｶﾞ

【ライトノベル】
デスマーチからはじまる異世界狂想曲　26 愛七　ひろ KADOKAWA N F ｱｲﾅﾅ 26

【郷土資料】

ポップ担当日記 ポプ担 デーリー東北新聞社 L 024.21

自治体経営と地域イノベーション　Ⅰ 遠藤　哲哉 アクセス二十一出版有限会社 L 318.0

福祉課題への挑戦　続 青森県福祉課題研究会 泰斗社 L 369.0

教美展【青森県教職員美術展覧会　第50回】 一般財団法人青森県教育厚生会 L 708.0

彫刻　村上文憲作品集 青森文芸出版 L 713.32

八木橋恵一　油彩作品集 青森文芸出版 L 723.38

随想　津軽をめざして 喜多　恵 青森文芸出版 L 914.33

ゼンリン住宅地図青森県むつ市　1　※館内閲覧のみ ゼンリン LR 291.11 22

ゼンリン住宅地図下北郡佐井村　2022 　※館内閲覧のみ ゼンリン LR 291.21 22

【事典・辞典・年鑑・白書】（館内閲覧のみ）

毎日新聞縮刷版　2022-8 毎日新聞社 R 071 ﾏ 22-8

国会便覧　令和4年8月新版 シュハリ・イニシアティブ R 314.0 ｺ 22-8

市町村役場便覧　令和5年版 日本加除出版株式会社編集部 日本加除出版 R 318.1 ｼ 23

土地白書　令和4年版 国土交通省 サンワ R 334.6 ｺ 22

会社四季報　2022年4集秋号 東洋経済新報社 R 338.1 ｶ 22-4

日本の防衛　令和4年版 防衛省 日経印刷 R 392.1 ﾆ 22

国土交通白書　2022 国土交通省 勝美印刷 R 601.1 ｺ 22

観光白書　令和4年版 国土交通省観光庁 昭和情報プロセス R 689.2 ｶ 22

今まで

バーコードで

1冊ずつ

来年2月から

ICタグで一気に

自動貸出機くん

図書館はこんなふうに変わります！（イメージ）

休館でご不便をおかけしますが より便利にリニューアルした図書館をお楽しみに★



《児童向けの本》

書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【ヤングアダルト（小学校上級・中学生・高校生）】

世界を平和にする第一歩 河出書房新社 河出書房新社 Y 319 ｾ

バンピー いとう　みく 静山社 Y F ｲﾄｳ

考えたことなかった 魚住　直子 偕成社 Y F ｳｵｽﾞ

星のカービィ　ディスカバリー新世界へ走り出せ!編 高瀬　美恵 KADOKAWA Y F ﾀｶｾ

星のカービィ　ディスカバリー絶島の夢をうちくだけ!編 高瀬　美恵 KADOKAWA Y F ﾀｶｾ

ぼくたちはまだ出逢っていない 八束　澄子 ポプラ社 Y F ﾔﾂｶ

【児童ちしきの本】
英雄最強王図鑑【No.1決定トーナメント!!】 健部　伸明 学研プラス K 164 ｴ

北条義時【コミック版日本の歴史　80】 加来　耕三 ポプラ社 K 289 ﾎ

ドラゴン最強王図鑑【No.1決定トーナメント!!　】 健部　伸明 学研プラス K 388 ﾄﾞ

SDGsの目でみる天気の図鑑 稲葉　茂勝 東京書籍 K 451 ｲ

きのこ【小学館の図鑑NEO POCKET　13】 保坂　健太郎 小学館 K 474 ｷ

名列車透視図鑑 松島　浩一郎 小学館 K 536 ﾒ

しずくちゃん　39　きょうふのクルーズ船 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 K 726 ｷﾞ 39

あの子は、わたし。 ささき　あり 佼成出版社 K 775 ｻ

あたまがよくなる!きもちをこめて演じよう!366日のおんどく 小林　由利子 学研プラス K 809 ｱ

【児童ものがたり】
まちのおばけずかん ハイ! 斉藤　洋 講談社 K F ｻｲﾄ

図書室の奥は恋する?相談室 櫻井　とりお PHP研究所 K F ｻｸﾗ

恐怖コレクター　巻ノ19 佐東　みどり KADOKAWA K F ｻﾄｳ 19

絶望鬼ごっこ　[19] 針　とら 集英社 K F ﾊﾘ 19

生き抜け! 山口　理 文研出版 K F ﾔﾏｸﾞ

【児童外国のものがたり】
父さんのゾウ ピーター・カーナバス 文研出版 K 933 ｶ

ラスト・チェリー・ブロッサム キャサリン・バーキンショー ほるぷ出版 K 933 ﾊﾞ

【絵本】
クジラの進化 水口　博也 講談社 E ｵﾀﾞ (4)

ぴーぴーばっくしまーす 片山　健 福音館書店 E ｶﾀ

パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち 柴田　ケイコ KADOKAWA E ｼﾊﾞ

まねっこどきっ!おばけ まつした　さゆり ほるぷ出版 E ｽｽﾞ

たすけてー りとう　ようい 金の星社 E ﾘﾄ

～ひらめきメモリーズ～

「図書館のお兄さんによる英語のおはなし会」大盛況！！！！！

10月15日(土)

みんな参加ありがとう！



　　　　・入館時の体温チェック・手指消毒にご協力ください。

　　　　・体温が３７．５度以上の方、陽性者との濃厚接触の可能性がある方は来館をお控えください。

　　　　・座席等に掲示された表示に従い、他の利用者と適切な間隔を空けてご利用ください。

【大切なお知らせ】 全面休館　および　集会施設の利用休止　について

　　　　図書館では、今年度、大規模なシステム更新のため、下記の期間、集会施設の利用休止

　　　　および 休館となります。ご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い

　　　　いたします。

　　　■集会施設のみ利用休止 令和４年１０月・１１月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※資料の貸出・返却等は通常どおり行ないます

　　　■全面休館（本館） 令和４年１２月・令和５年１月

　　　■休館（分館） 令和５年１月中旬～下旬の間の１週間程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳しい日程・期間は決まり次第お知らせします

　　　 ■休館中のサービスについて

11月のお知らせ・行事予定　

【新型コロナウイルス対策についてのお知らせ（１１月１日現在）】

貸出 本館の資料は貸出できません。 

分館は、休館期間を除き通常どおり貸出を実施します。 
 

返却 本館玄関横のブックポスト、ミニストップ市役所店、各分館をご利用ください。 

貸出の延長 11月 21日（月）以降に貸出された資料の延長はできません。 

リクエスト 受付を休止します。 

予約 受付します。電話・インターネットでご予約ください。 

貸出は２月１日(水)となります。 

レファレンス 利用できます。郵送・FAX・電話・メールでお問い合わせください。 

レファレンスに伴う資料の貸出はできません。 

データベースの閲覧 

コピーサービス 

ご利用できません。 

国会図書館デジタル化資料送信サービスは、「個人向けデジタル化資料送信

サービス」の利用をご検討ください。 

参考 https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html   

青森県立図書館 

・遠隔地返却サービス 

・オンライン貸出サービス 

ご利用できます。 

受取・返却の際は正面玄関設置のインターホンでお呼び出しください。 

対応時間：9 時～17 時  ※土日祝日を含む（年末年始を除く） 

その他 ・マイナンバーカード支援窓口は、休館中は実施しません。 

・広報誌や求人情報などは、正面玄関風除室に設置します。 

 

詳しくは

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで



【イベント】 土曜おはなし会

　　　　　　読み聞かせボランティアや図書館員による絵本や紙芝居の読み聞かせ会です。

　　　　　　　●い　つ　毎週土曜日　１１：００～１１：３０

　　　　　　　●どこで　むつ市立図書館本館　おはなしのへや

　　《１１月の出演案内》

　　　１１月　５日（土）　おはなしの木

　　　１１月１９日（土）　図書館職員

　　　　　　　　１０月２２日（土）　交通安全母の会　　　１１月２６日（土）　交通安全母の会 　　　　　　　　１０月２２日（土）　交通安全母の会

　　※１１月１２日（土）はブックフェスティバル開催のため、お休みします。

【イベント】 ムチュリーディング～国際交流員による英語の読み聞かせ会

　
　　　　　　　　　　　　　読み手　レイチェル＆サマンサ　（むつ市国際交流員・国際交流推進員）

　　　　　　　　　　　　　●い　つ　毎月第１水曜日　１５：３０～１６：００　

　　　　　　　　　　　　　●どこで　むつ市立図書館本館　おはなしのへや

　　　　　　　　　　　　　★１１月は第１水曜日の２日に開催します。

【イベント】 読書週間スタンプラリーは今月いっぱい開催中です

　　　１０月２７日から１１月９日は「読書週間」です。

　　　図書館本館ではこれに合わせてスタンプラリーを開催します。

　　　本を借りてスタンプをゲット！３つたまる毎に図書館オリジナルグッズ贈呈します。

　　　読書の秋！奮ってご参加ください！！

　　　　　★ スタンプ３つ到達　「手作りしおり」

　　　　★★ スタンプ６つ到達　「読書記録メモノート」

　　　★★★ スタンプ９つ到達　「オリジナルクリアファイル」

　　　●い　つ　１０月２８日（金）から　１１月３０日（水）まで

　　　●どこで　むつ市立図書館・本館　（本館のみの実施となります）

11月のお知らせ・行事予定　

貸出 本館の資料は貸出できません。 

分館は、休館期間を除き通常どおり貸出を実施します。 
 

返却 本館玄関横のブックポスト、ミニストップ市役所店、各分館をご利用ください。 

貸出の延長 11月 21日（月）以降に貸出された資料の延長はできません。 

リクエスト 受付を休止します。 

予約 受付します。電話・インターネットでご予約ください。 

貸出は２月１日(水)となります。 

レファレンス 利用できます。郵送・FAX・電話・メールでお問い合わせください。 

レファレンスに伴う資料の貸出はできません。 

データベースの閲覧 

コピーサービス 

ご利用できません。 

国会図書館デジタル化資料送信サービスは、「個人向けデジタル化資料送信

サービス」の利用をご検討ください。 

参考 https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/individuals_index.html   

青森県立図書館 

・遠隔地返却サービス 

・オンライン貸出サービス 

ご利用できます。 

受取・返却の際は正面玄関設置のインターホンでお呼び出しください。 

対応時間：9 時～17 時  ※土日祝日を含む（年末年始を除く） 

その他 ・マイナンバーカード支援窓口は、休館中は実施しません。 

・広報誌や求人情報などは、正面玄関風除室に設置します。 

 



【イベント】 ブックフェスティバル～リユースブックの無料配布会～を開催します

11月のお知らせ・行事予定　



《一般書コーナー》
　◆ 漫画

    A peanuts book featuring Snoopy1 ﾁｬｰﾙｽﾞM.ｼｭﾙﾂ／著，谷川　俊太郎／訳 角川書店

　　おとなになるのび太たちへ

　　人生を変える『ドラえもん』セレクション
藤子・F・不二雄／まんが 小学館

　　MANGA Day to Day　上 講談社／編 講談社

　◆ 食欲の秋

　　和菓子のアン 坂木　司／著 光文社

　　スコップケーキ！ 渡辺　麻紀／著 成美堂出版

　　飯テロ! もみじ　真魚／著 パルコエンタテインメント事業部

《図書館員の気まぐれ展示》
　◆ 推してる本あつめました

　　ジェノサイド 高野　和明／著 角川書店

　　砂嵐に星屑 一穂　ミチ／著 幻冬舎

　　水上バス浅草行き 岡本　真帆／著 ナナロク社

《児童書コーナー》
　◆ いぬ

　　コロちゃんはどこ？ エリック・ヒル／作 評論社

　　どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店

　　シバ犬のチャイ あおき　ひろえ／文 BL出版

　◆ 文豪
　　人間失格・走れメロス 太宰　治／著 双葉社

　　文豪ノ怪談ジュニア・セレクション　夢 夏目　漱石／ほか 汐文社

　　世界の文豪の家 阿部　公彦／[ほか]監修 エクスナレッジ

《児童書コーナー季節の展示》
　◆ 勤労感謝の日

　　写真でわかる日本の物流　1 関橋　眞理／著 汐文社

　　和ろうそくは、つなぐ 大西　暢夫／著 アリス館

　　なぜ僕らは働くのか 池上　彰／監修 学研プラス

　◆図書館カレンダー
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11月の特別展示 ～ほんの一部をご紹介～

むつ市立図書館マスコット

ひらめきくん
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12月・１月は休館します

ご不便をおかけしますが

ご理解とご協力をお願いします


