
《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】

愛書狂の本棚 エドワード・ブルック=ヒッチング 日経ナショナルジオグラフィック社 020.4 ﾌﾞ

【哲学・思想・占い】

大切な人を亡くした人の気持ちがわかる本 高橋　聡美 法研 146.8 ﾀ

いちばんよくわかる人相術 田口　二州 学研プラス 148.1 ﾀ

やっと本当の自分で生きられる 浅見　帆帆子 幻冬舎 159 ｱ

いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経 伊藤　比呂美 朝日新聞出版 183.0 ｲ

不動明王 渡辺　照宏 吉川弘文館 186.8 ﾜ

【歴史・地理・旅行ガイド】

ハレム 小笠原　弘幸 新潮社 227.4 ｵ

地球の果ての歩き方 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 290.9 ﾁ

【社会・政治・金融・教育】

イラストでわかる!最新ビジネスマナーの基本 北條　久美子 新星出版社 336.4 ｲ

物価とは何か 渡辺　努 講談社 337.8 ﾜ

良い保険ダメ保険の見分け方 三田村　京 自由国民社 339.4 ﾐ

会計検査のあらまし　令和3年 会計検査院事務総長官房総務課渉外広 344.1 ｶ 21

学校では教えてくれなかった社会で生きていくために知っておきたい知識 泉　美智子 KADOKAWA 365 ｶﾞ

Q&A離婚・再婚家族と子どもを知るための基礎知識 村尾　泰弘 明石書店 367.4 ﾑ

先生、どうか皆の前でほめないで下さい 金間　大介 東洋経済新報社 371.4 ｶ

大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 給付型奨学金研究会 産学社 373.4 ﾀﾞ

大学図鑑!　2023 オバタ　カズユキ ダイヤモンド社 376.8 ﾀﾞ 23

通信制高校があるじゃん!　2022〜2023年版 学びリンク 376.8 ﾂ 22

発達障害のある子と家族によりそう安心サポートBOOK　幼児編 岡田　俊 ナツメ社 378 ｵ

発達障害のある子と家族によりそう安心サポートBOOK　小学生編 岡田　俊 ナツメ社 378 ｵ

世界のカレー図鑑 地球の歩き方編集室 地球の歩き方 383.8 ｾ

【自然科学・医療】

教養としての中学理科 三澤　信也 いそっぷ社 400 ﾐ

ATOM ジャック・チャロナー SBクリエイティブ 429.1 ﾁ

地震と火山と防災のはなし 楠城　一嘉 成山堂書店 453 ﾅ

「悪」の進化論 佐藤　優 集英社インターナショナル 467.5 ｻ

パンダとわたし 黒柳徹子と仲間たち 朝日新聞出版 489.5 ｸ

50代からの骨粗鬆症対策の献立 オレンジページ 493.6 ｺﾞ

たづちゃんノート 新美　千恵子 まこといちオフィス 493.7 ﾆ

地図とデータで見る健康の世界ハンドブック ジェラール・サレム 原書房 498 ｻ

農村医療から世界を診る 色平　哲郎 あけび書房 498.0 ｲ

コロナワクチン今こそ子どもを守れ! 内海　聡 マキノ出版 498.7 ｳ

働く人のためのメンタルヘルス術 尾林　誉史 あさ出版 498.8 ｵ

5月 むつ市立図書館新着だより 2022年5月1日発行

通巻206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！！



書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【技術・洋裁・料理・子育て】

原発事故最悪のシナリオ 石原　大史 NHK出版 543.5 ｲ

今こそつけたい!ビーズで作るリング&アクセサリー191点 ブティック社 594.6 ｲ

世界一簡単なメンズメイクの教科書 西日本ヘアメイクカレッジ 幻冬舎 595.5 ｾ

季節を味わう手仕事レシピ スズキ　エミ 主婦の友社 596 ｽ

冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当 平岡　淳子 家の光協会 596.4 ﾋ

12か月が楽しい!子どもの季節あそび HoiClue 朝日新聞出版 599 ｼﾞ

【産業・園芸・水産・観光】

エダマメ 藤田　智 NHK出版 626.3 ﾌ

最新椿百科 横内　茂 淡交社 627.7 ﾖ

簡単DIYでできる花壇と寄せ植え 井上　まゆ美 主婦の友社 629.7 ｲ

保護猫の育て方 ハンナ・ショー エクスナレッジ 645.7 ｼ

はじめての今さら聞けないスマートフォン入門 高橋　慈子 秀和システム 694.6 ﾀ

【芸術・美術・音楽・スポーツ】

「ハコヅメ」仕事論 泰　三子 日経BP 726.1 ﾔ

もっと知りたいアイヌの美術 山崎　幸治 東京美術 750.2 ﾔ

ディズニー折り紙50 いしばし　なおこ ブティック社 754.9 ｲ

小澤征爾、兄弟と語る 小澤　俊夫 岩波書店 762.1 ｵ

自分を信じる力 福岡　堅樹 講談社 783.4 ﾌ

【語学・会話】

漢字の語源図鑑 平山　三男 かんき出版 811.2 ﾋ

【文学・エッセイ・ルポルタージュ】

こんなに美しい月の夜を君は知らない 秋元　康 幻冬舎 911.6 ｱ

遺す言葉 瀬戸内　寂聴 祥伝社 914.6 ｾ

猫に教わる 南木　佳士 文藝春秋 914.6 ﾅ

カムカムマリコ 林　真理子 文藝春秋 914.6 ﾊ

老いの正体 森村　誠一 角川文化振興財団 914.6 ﾓ

瀬戸内寂聴全集　23 瀬戸内　寂聴 新潮社 918.6 ｾ 23

【文庫】

独り立ち　【吉原裏同心　[37]】 佐伯　泰英 光文社 B F ｻｴｷ

身代金の計　【口入屋用心棒　[48]】 鈴木　英治 双葉社 B F ｽｽﾞｷ

辞表 高杉　良 新潮社 B F ﾀｶｽｷﾞ

試練【護衛艦あおぎり艦長早乙女碧】 時武　里帆 新潮社 B F ﾄｷﾀｹ

ビブリア古書堂の事件手帖　[2]-3 三上　延 KADOKAWA B F ﾐｶﾐ 2-3

マイ・ダディ 及川　真実 徳間書店 B F ﾔﾏﾓﾄ

あやかしお宿の回顧録。　【かくりよの宿飯　[十二]】 友麻　碧 KADOKAWA B F ﾕｳﾏ

【日本小説】

彼女が知らない隣人たち あさの　あつこ KADOKAWA F ｱｻﾉ

生皮 井上　荒野 朝日新聞出版 F ｲﾉｳｴ

引力の欠落 上田　岳弘 KADOKAWA F ｳｴﾀﾞ

紙鑑定士の事件ファイル　[2]【偽りの刃の断罪】 歌田　年 宝島社 F ｳﾀﾀﾞ 2

さよならに反する現象 乙一 KADOKAWA F ｵﾂｲﾁ

チンギス紀　13　陽炎 北方　謙三 集英社 F ｷﾀｶﾀ 13

無明　【警視庁強行犯係・樋口顕】 今野　敏 幻冬舎 F ｺﾝﾉ



書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【日本小説】

ショートケーキ。 坂木　司 文藝春秋 F ｻｶｷ

【芸術・美術・音楽・スポーツ】脱北航路 月村　了衛 幻冬舎 F ﾂｷﾑﾗ

二重らせんのスイッチ 辻堂　ゆめ 祥伝社 F ﾂｼﾞﾄﾞｳ

泣き虫先生 ねじめ　正一 新日本出版社 F ﾈｼﾞﾒ

月の王 馳　星周 KADOKAWA F ﾊｾ

スタッフロール 深緑　野分 文藝春秋 F ﾌｶﾐﾄﾞ

菜の花の道【千成屋お吟　[2]】 藤原　緋沙子 KADOKAWA F ﾌｼﾞﾜﾗ

シェア 真梨　幸子 光文社 F ﾏﾘ

【語学・会話】アルツ村 南　杏子 講談社 F ﾐﾅﾐ

夜の都 山吹　静吽 KADOKAWA F ﾔﾏﾌﾞｷ

ついでにジェントルメン 柚木　麻子 文藝春秋 F ﾕｽﾞｷ

【郷土資料】
文集はと笛　2021　【弘前市小・中学生読書感想文コンクール入選作品】 弘前市立弘前図書館 弘前市立弘前図書館 L 019.32 21

青森学術文化振興財団懸賞論文受賞論文集　令和3年度 青森学術文化振興財団 L 040.0 21

青森県遺跡詳細分布調査報告書　34 青森県教育庁文化財保護課 青森県教育委員会 L 210.0 34

上野平遺跡 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 L 210.12

焼畑(2)遺跡 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 L 210.14

法霊林遺跡 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 L 210.21

吹越(2)遺跡 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 L 210.24

舟場向川久保(2)遺跡 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県教育委員会 L 210.24

三内丸山遺跡　45 三内丸山遺跡センター 青森県教育委員会 L 210.31 45

米山(2)遺跡　Ⅸ 青森県教育委員会 L 210.31 9

研究紀要　第27号(2022) 青森県埋蔵文化財調査センター L 212.1 27

生き生きおらんど昭和の子 林　剛史 デーリー東北新聞社 L 212.2

乱世の終焉　根城南部氏と城 八戸市博物館 L 212.21

公共用水域及び地下水の水質測定結果　令和2年度 青森県環境生活部環境保全課 青森県環境生活部環境保全課 L 518.0 20

公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画　令和4年度 青森県環境生活部環境保全課 L 518.0 22

原子力ポケットブック 青森県原子力広聴広報連絡協議会 日本原子力文化財団 L 539.0 22

豊かで活力ある地域づくりをめざして 青森県エネルギー総合対策局原子力立 L 539.0 22

原子力施設環境放射線調査報告書　令和3年度第2四半期報 青森県原子力センター 青森県原子力センター L 539.15 21-2

青森県海面漁業に関する調査結果書　令和3年 青森県農林水産部水産局水産振興課 L 664.0 21

発信！方言の魅力－語るびゃ・語るべし青森の方言2021－ 今村　かほる 弘前学院大学　文学部　今村　かほる L 818.0 21

むつ市詩歌コンクール入賞作品集　令和3年度 むつ市立図書館 むつ市立図書館 L 911.11 21

【事典・辞典・年鑑・白書】（館内閲覧のみ）

毎日新聞縮刷版　2022-2 毎日新聞社 R 071 ﾏ 22-2

中欧・東欧文化事典 中欧・東欧文化事典編集委員会 丸善出版 R 293.0 ﾁ

六法全書　令和4年版1　【公法 刑事法 条約】 佐伯　仁志 有斐閣 R 320.9 ﾛ 22-1

六法全書　令和4年版2　【民事法 社会法 産業法】 佐伯　仁志 有斐閣 R 320.9 ﾛ 22-2

会社四季報　2022年2集春号 東洋経済新報社 R 338.1 ｶ 22-2

【新書】

大人の食物アレルギー 福冨　友馬 集英社 S 493.1 ﾌ

before after



《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）】

世界を変えた146人の子ども ルーラ・ブリッジポート 創元社 Y 280 ﾌﾞ

嫌いな教科を好きになる方法、教えてください! 河出書房新社 河出書房新社 Y 375 ｷ

サムデイ デイヴィッド・レヴィサン 小峰書店 Y 933 ﾚ

香君　上　【西から来た少女】 上橋　菜穂子 文藝春秋 Y F ｳｴﾊ 1

香君　下　【遙かな道】 上橋　菜穂子 文藝春秋 Y F ｳｴﾊ 2

都会のトム&ソーヤ　19 はやみね　かおる 講談社 Y F ﾊﾔﾐ 19

四つ子ぐらし　11　【転校生はいとこでアイドル!?】 ひの　ひまり KADOKAWA Y F ﾋﾉ 11

【児童ちしきの本】
小学生の何でもお悩み相談室【学校では教えてくれない大切なこと　38】 関　和之 旺文社 K 159 ｶﾞ

続ける力　【学校では教えてくれない大切なこと　37】 鳥居　志帆 旺文社 K 159 ｶﾞ

鎌倉時代からの挑戦状!　【歴史探偵Kのタイムワープ】 一式　まさと 朝日新聞出版 K 210 ｶ

緒方貞子【波乱に満ちておもしろい!ストーリーで楽しむ伝記　10】 小手鞠　るい 岩崎書店 K 289 ｵ

北条義時 山本　みなみ 講談社 K 289 ﾎ

13歳までに伝えたい男の子の心と体のこと やまがた　てるえ かんき出版 K 367 ﾔ

実験対決　38 洪　鐘賢 朝日新聞出版 K 407 ｼﾞ 38

実験対決　39 洪　鐘賢 朝日新聞出版 K 407 ｼﾞ 39

実験対決　40 洪　鐘賢 朝日新聞出版 K 407 ｼﾞ 40

里山の生き物図鑑　【所さんの目がテン!かがくの里×学研の図鑑LIVE】 学研プラス K 482 ｻ

じぶんでよめるとりずかん 成美堂出版編集部 成美堂出版 K 488 ｼﾞ

はたらく細胞ワクチン&おくすり図鑑 講談社 講談社 K 493 ﾊ

インコがおうちにやってきた! 海老沢　和荘 学研プラス K 646 ｲ

おしりダンディ ザ・ヤング【ドラゴンへのみち!】 トロル 集英社 K 726 ｵ

しずくちゃん　38　【うるおいちゃん、けっこんする!?】 ぎぼ　りつこ 岩崎書店 K 726 ｷﾞ 38

自分を信じて 大野　益弘 あかね書房 K 780 ｼﾞ

かしこい脳が育つ!1話5分おんどく伝記　1年生 加藤　俊徳 世界文化ブックス K 809 ｶ 1

かあさんうさぎと金のくつ デュボース・ヘイワード 徳間書店 K 933 ﾍ

【児童ものがたり】

モンスター・ホテルでろてんぶろ 柏葉　幸子 小峰書店 K F ｶｼﾜ

びっくり図書館　【なのだのノダちゃん　[6]】 如月　かずさ 小峰書店 K F ｷｻﾗ

まちのおばけずかん 斉藤　洋 講談社 K F ｻｲﾄ

絶望鬼ごっこ　[18]　【信じてはいけない地獄警察】 針　とら 集英社 K F ﾊﾘ 18

ふしぎな図書館と魔王グライモン　【ストーリーマスターズ 1】 廣嶋　玲子 講談社 K F ﾋﾛｼ

宮沢賢治童話集 宮沢　賢治 世界文化ブックス K F ﾐﾔｻﾞ

【絵本】

ほんのなかのモンスター トム・フレッチャー 光文社 E ｱﾎﾞ

アフガニスタンのひみつの学校 ジャネット・ウィンター さ・え・ら書房 E ｳｲ

ありんこトロッコ おおい　じゅんこ アリス館 E ｵｵ

いるいる!みずべのいきもの 鎌田　歩 教育画劇 E ｶﾏ

たびするてんとうむし イザベル・シムレール 岩波書店 E ｼﾑ

ぼくのねこ 鈴木　のりたけ PHP研究所 E ｽｽﾞ

しろくまきょうだいのおかいもの serico 白泉社 E ｾﾘ

ようかいむらのふしぎとしょかん たかい　よしかず 国土社 E ﾀｶ

そらいっぱいのこいのぼり 羽尻　利門 世界文化ワンダークリエイト E ﾊｼﾞ

あかちゃんがきた! サトシン アリス館 E ﾏﾂ

かみはこんなにくちゃくちゃだけど ヨシタケ　シンスケ 白泉社 E ﾖｼ

ともだち くすのき　しげのり 小学館 E ﾖｼ



【新型コロナウイルス対策についてのお知らせ（５月１日現在）】

　　　　・入館時の体温チェック・手指消毒・館内でのマスクの着用にご協力ください。

　　　　・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。

　　　　・長時間の滞在はご遠慮ください。

　　　　・返却のみの場合は、ブックポストをご利用ください。

【イベント】おはなし会 が いっぱい !!
　　　　　  すべて無料・事前の申し込みは要りません。

            むつ市立図書館・本館の「おはなしのへや」にお気軽にお越しください。

　　その１　はるのひのおはなし会
　　　　　　読み聞かせボランティアネットワーク「おはなしの木」の季節のおはなし会です。

　　　　　　　　●い　つ　５月１４日（土）　１１：００～１２：００

　　その２　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

　　　　　　　★４月から、始まりが「午前１１時から」に変わりましたのでご注意ください。

　　　　　　《５月の出演案内》

　　　　　　　　５月　７日（土）　おはなしの木

　　　　　　　（５月１４日（土）　はるのひのおはなし会）

　　　　　　　　５月２１日（土）　フレンズ ＆　高校生ボランティア

　　　　　　　　５月２８日（土）　交通安全母の会

　　その３　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　ヘンリー・レイチェル　（国際交流員）

　　　　　　　●い　つ　毎月第１水曜日　１５：３０～１６：００　

　　　　　　　★５月は第２水曜日　１１日に開催しますのでご注意ください。

5月のお知らせ・行事予定　
※感染症の流行や悪天候により、イベントが中止になる場合がございます※

※イベント当日は感染症対策にご協力ください※



【イベント】 ５月の 日曜シネマ
　　　　　　　　●い　つ　５月８日（日）１３：００　から

　　　　　　　●どこで　むつ市立図書館・本館　視聴覚ホール

　　　　　　　●上映作品「ばぁばは、だいじょうぶ」（監督：ジャッキー・ウー）

　　　　　　　　　　　　　▶出演　冨士眞奈美、寺田心　ほか　（２０１８年 日本 ９８分）

　　　　　　  ●あらすじ　ちょっと弱虫な小学生の翼は、喜寿を迎えたばあばが大好き。

　　　　　　　　　　　　　　くじけそうになると、ばあばは、必ず「だいじょうぶだよ」と言ってくれる。

　　　　　　　　　　　　　　そんな優しい、ばあばが「わすれてしまう病気」になって、

　　　　　　　　　　　　　　突然、いなくなってしまった…。

　　　　　　　　　　　　　　ベストセラー絵本「ばあばは、だいじょうぶ」を映画化。

　　　　　　　　　　　　　　認知症になってしまった大好きなおばあちゃんの姿を小学生の視点から描く。

【イベント】 ブックコート講習会 を開催します！ ★参加無料・お申し込みが必要です

             ブックコートとは、特殊なフィルムを本の表面に貼る作業のことです。

             図書館の本は、この"ブックコート"を施すことで汚れや日焼けを防ぎ、

             綺麗な状態を長く保って、みなさんにご利用いただいています。

             ご自分の大切な本を一緒に“ブックコート”してみませんか？

　　　　　　　　●い　つ　５月１９日（木） １３：３０～１４：３０

　　　　　　　●どこで　むつ市立図書館・本館　集会室

　　　　　　　●申込み　５月６日（金）から１８日（水）までに 図書館カウンターかお電話で

　　　　　　　★参加定員６名に達し次第、お申し込みを締め切りますのでご了承ください。

　　　　　　　★ブックコートしたい本を３冊ご持参ください。（無い場合は図書館の本をご用意します。）

【　募集　】　新・移動図書館車の愛称を募集します！
　　　　　　　もうすぐ、むつ立図書館に新しい移動図書館車がやってきて運行をスタートします。

　　　　　　　この新・移動図書館車の愛称を募集しますので、素敵な呼び名を考えて、

　　　　　　　図書館備え付けの応募箱に入れてください。

　　　　　　　採用された方には記念品をご用意しています。ふるってご応募ください！

　　　　　　　●応募締め切り　５月１５日（日）

【　募集　】　令和４年度 図書館ボランティア を募集します！
　　　　　　　図書館では、本の温もりを地域に届ける「人と本をつなげるまちづくり」を進めています。

　　　　　　　この一環として、今年から地域と図書館の架け橋となる「図書館ボランティア」を

　　　　　　　募集することとしました。図書館で一緒に活動してみませんか？

　　　　　　　●募集する活動　■個人で　資料配架・本の修理

　　　　　　　　　　　　　　　■団体で　読み聞かせ　(※団体：３名以上)　　　　　

　　　　　　　●募集人数　　　２０名程度

　　　　　　　●応募できる人　むつ市お住まいか通勤・通学している高校生以上の方

　　　　　　　●応募方法　　　図書館本館備え付けの「活動申請書」をご提出ください

　　　　　　　●募集締め切り　５月８日（日）

5月のお知らせ・行事予定

詳しくは

図書館備え付けの

応募チラシを

ご覧ください



《一般書コーナー》
　○ 父の日 母の日

　　テツヤ85歳、孫の服を着てみたら思ったよりイケてた。シルバーテツヤ／著 KADOKAWA

　　おかあさんとあたし。 ムラマツ　エリコ／著 大和書房

　　ぼくのお父さん 矢部　太郎／著 新潮社

　〇 世界の平和を願って

　　暴力は絶対だめ! アストリッド・リンドグレーン 岩波書店

　　アンネの日記　グラフィック版 アンネ・フランク／著 あすなろ書房

　　秋 かこ　さとし／文・絵 講談社

《図書館員の気まぐれ展示》
　○ 図鑑

               絶滅危惧動作図鑑 藪本　晶子／著 祥伝社

               未病図鑑 渡辺　賢治／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

               見るだけIT用語図鑑278 草野　俊彦／著 SBクリエイティブ

《児童書コーナー》
　○ いきもの

　　ぼくはカメレオン たしろ　ちさと／さく グランまま社

　　うまれたよ!カナヘビ 関　慎太郎／写真，小杉　みのり／構成・文 岩崎書店

　　アルフィー　 ティラ・ヒーダー／作 絵本塾出版

　○ 教科書で紹介された本（４・５・６年）

　　災害救助犬レイラ 井上　こみち 講談社

　　心を育てるこども論語塾 安岡　定子 ポプラ社

　　伊能忠敬 国松　俊英 岩崎書店

《児童書コーナー季節の展示》
　○ 母の日

　　かあちゃん取扱説明書 いとう　みく／作，佐藤　真紀子／絵 童心社

　　ながいながいねこのおかあさん キューライス／ぶん　ヒグチ　ユウコ／え 白泉社

　　おかあさんありがとう みやにし　たつや／作絵 金の星社

５月の特別展示～ほんの一部をご紹介～
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