
《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】

行政マンとして図書館員が忘れていること 内野　安彦 樹村房 013.1 ｳ

【歴史・地理・旅行ガイド】

ゲームチェンジの世界史 神野　正史 日経BP日本経済新聞出版 204 ｼﾞ

土偶を読む図鑑 竹倉　史人 小学館 210.2 ﾀ

一冊でわかるブラジル史 関　眞興 河出書房新社 262 ｾ

皇室　94号(令和4年春) 扶桑社 288.4 ｺ

ようこそシベリア鉄道へ 二村　高史 天夢人 293.8 ﾌ

【社会・政治・金融・教育】

池上彰の世界の見方 東欧・旧ソ連の国々 池上　彰 小学館 302.3 ｲ

ロシア点描　まちかどから見るプーチン帝国の素顔 小泉　悠 PHP研究所 302.3 ｺ

ウクライナ侵略戦争 『世界』編集部 岩波書店 319.3 ｳ

プリズン・サークル 坂上　香 岩波書店 326.5 ｻ

少年法がよくわかる本 廣瀬　健二 秀和システム 327.8 ﾋ

紛争地のポートレート 白川　優子 集英社クリエイティブ 329.3 ｼ

開発協力白書　2021年版 外務省 日経印刷 333.8 ｵ 21

日本のM&Aの歴史と未来 金融財政事情研究会 金融財政事情研究会 335.4 ﾆ

1日5分の分析から月13万円を稼ぐExcel株投資 森口　亮 KADOKAWA 338.1 ﾓ

知りたいことがぜんぶわかる!つみたてNISA & iDeCoの超基本 酒井　富士子 学研プラス 338.8 ｻ

図解わかる税金　2022-2023年版 芥川　靖彦 新星出版社 345 ｱ 22

今とこれからがわかるはじめてのLGBT入門 清水　展人 主婦の友社 367.9 ｼ

図解でわかる障害福祉サービス 二本柳　覚 中央法規出版 369.2 ﾆ

子どものための居場所論 阿比留　久美 かもがわ出版 370.4 ｱ

最新教育動向　2022 教育の未来を研究する会 明治図書出版 372.1 ｻ

一斉休校 末冨　芳 明石書店 372.1 ｽ

歯学部【中高生のための学部選びガイド】 橋口　佐紀子 ぺりかん社 376.8 ﾊ

日本の祭り　二〇二一〜二二年版 苦田　秀雄 日本の祭りネットワーク 386.1 ﾆ 21-22

日本怪異妖怪事典　東北 朝里　樹 笠間書院 388.1 ﾆ

【自然科学・医療】
図説空から見る日本の地すべり・山体崩壊 八木　浩司 朝倉書店 455.8 ﾔ

いきもの六法 中島　慶二 山と溪谷社 480.9 ｲ

完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 長尾　和宏 講談社 493.1 ｶ

甲状腺の病気といわれたら 西川　光重 NHK出版 493.4 ｺ

ウルトラ図解骨粗鬆症 竹内　靖博 法研 493.6 ｳ

最新頭痛の治し方大全 丹羽　潔 扶桑社 493.7 ﾆ

帯状疱疹治療大全 本田　まりこ 講談社 493.8 ﾀ

がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 小学館クリエイティブ 494.5 ｶﾞ

脊柱管狭窄症 朝本　俊司 ベースボール・マガジン社 494.6 ｱ

子どもの姿勢ピン!ポーズ 西村　猛 主婦の友社 498.7 ﾆ

2022年6月1日発行

通巻207号

6月 むつ市立図書館新着だより
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】

世界の名建築歴史図鑑 五十嵐　太郎 エクスナレッジ 520.2 ｲ

メタバース 加藤　直人 集英社 547.4 ｶ

SNS炎上なんてしないと思っている人が読むべき本 宮下　由多加 ジャムハウス 547.4 ﾐ

魅惑のクラフトコーラ クラフトコーラ愛好会 主婦の友社 588.4 ﾐ

きれいに作れる帽子 赤峰　清香 主婦と生活社 593.3 ｱ

パタンナー金子俊雄のカジュアルなメンズ服 金子　俊雄 日本ヴォーグ社 593.3 ｶ

男子ごはんの本　その14 国分　太一 エム・シィオー 596 ﾀﾞ 14

【産業・園芸・水産・観光】おうちでできる世界のおそうざい 荻野　恭子 河出書房新社 596.2 ｵ

石原洋子の梅干し梅酒梅料理 石原　洋子 主婦と生活社 596.3 ｲ

はじめてのドライフード CAMMOC 山と溪谷社 596.3 ﾊ

今日のうどん 満留　邦子 成美堂出版 596.3 ﾐ

一緒に生きる 東　直子 福音館書店 599.0 ﾋ

【産業・園芸・水産・観光】

【芸術・美術・音楽・スポーツ】剪定「コツ」の教科書 木下　透 講談社 627.7 ｷ

九千年の森をつくろう! 宮脇方式の森を発展させる会 藤原書店 653.4 ｷ

【芸術・美術・音楽・スポーツ】

戦争は女の顔をしていない　3 小梅　けいと KADOKAWA 726.1 ｺ 3

土門拳の風貌 土門　拳 クレヴィス 748 ﾄﾞ

声優になるには 山本　健翔 ぺりかん社 771.7 ﾔ

【語学・会話】おっさんの掟 谷口　真由美 小学館 783.4 ﾀ

【文学・エッセイ・ルポルタージュ】
水上バス浅草行き 岡本　真帆 ナナロク社 911.1 ｵ

捨てない生きかた 五木　寛之 マガジンハウス 914.6 ｲ

大人の流儀　11 伊集院　静 講談社 914.6 ｲ 11

今日を楽しく生きる　【「寂庵だより」2007-1998年より】 瀬戸内　寂聴 祥伝社 914.6 ｾ

瀬戸内寂聴全集　24 瀬戸内　寂聴 新潮社 918.6 ｾ 24

こうしてあなたたちは時間戦争に負ける アマル・エル=モフタール 早川書房 933.7 ｴ

あの図書館の彼女たち ジャネット・スケスリン・チャールズ 東京創元社 933.7 ｽ

【文庫】

恋文屋さんのごほうび酒 神楽坂　淳 KADOKAWA B F ｶｸﾞﾗｻﾞ

一目惚れ　【風烈廻り与力・青柳剣一郎】 小杉　健治 祥伝社 B F ｺｽｷﾞ

まだら雪　【照れ降れ長屋風聞帖】 坂岡　真 双葉社 B F ｻｶｵｶ

妻恋の月　【照れ降れ長屋風聞帖】 坂岡　真 双葉社 B F ｻｶｵｶ 16

曰窓　【照れ降れ長屋風聞帖】 坂岡　真 双葉社 B F ｻｶｵｶ 17

【日本小説】小袖日記 柴田　よしき 文藝春秋 B F ｼﾊﾞﾀ

久遠の檻　【天久鷹央の推理カルテシリーズ】 知念　実希人 新潮社 B F ﾁﾈﾝ

死にゆく者の祈り 中山　七里 新潮社 B F ﾅｶﾔﾏ

やめるな外科医　【泣くな研修医シリーズ】 中山　祐次郎 幻冬舎 B F ﾅｶﾔﾏ

十津川警部猫と死体はタンゴ鉄道に乗って 西村　京太郎 光文社 B F ﾆｼﾑﾗ

えちごトキめき鉄道殺人事件　【十津川警部シリーズ】 西村　京太郎 中央公論新社 B F ﾆｼﾑﾗ

ドッグテールズ 樋口　明雄 徳間書店 B F ﾋｸﾞﾁ



【芸術・美術・音楽・スポーツ】書     名 著者・編者・監修 出版社 請求記号

【日本小説】

大鞠家殺人事件 芦辺　拓 東京創元社 F ｱｼﾍﾞ

走れ!児童相談所 安道　理 アイエス・エヌ株式会社コミュニティ F ｱﾝﾄﾞｳ
マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂　幸太郎 幻冬舎 F ｲｻｶ

チェレンコフの眠り 一條　次郎 新潮社 F ｲﾁｼﾞﾖ

天下を買った女 伊東　潤 KADOKAWA F ｲﾄｳ

【語学・会話】まっとうな人生 絲山　秋子 河出書房新社 F ｲﾄﾔﾏ

布武の果て 上田　秀人 集英社 F ｳｴﾀﾞ

くるまの娘 宇佐見　りん 河出書房新社 F ｳｻﾐ

夢伝い 宇佐美　まこと 集英社 F ｳｻﾐ

【郷土資料】逆転のアリバイ　【刑事花房京子】 香納　諒一 光文社 F ｶﾉｳ

爆弾 呉　勝浩 講談社 F ｺﾞ

渚の螢火 坂上　泉 双葉社 F ｻｶｶﾞﾐ

孤蝶の城 桜木　紫乃 新潮社 F ｻｸﾗｷﾞ

沈みかけの船より、愛をこめて 乙一 朝日新聞出版 F ｼｽﾞﾐｶ

情熱の砂を踏む女 下村　敦史 徳間書店 F ｼﾓﾑﾗ

ハロー・グッドバイ　【東京バンドワゴン　[17]】 小路　幸也 集英社 F ｼﾖｳｼﾞ

競争の番人 新川　帆立 講談社 F ｼﾝｶﾜ

剣持麗子のワンナイト推理 新川　帆立 宝島社 F ｼﾝｶﾜ

夏が破れる 新庄　耕 小学館 F ｼﾝｼﾞﾖ

任俠ショコラティエ 新堂　冬樹 双葉社 F ｼﾝﾄﾞｳ

黛家の兄弟 砂原　浩太朗 講談社 F ｽﾅﾊﾗ

羊毛フェルトの比重 高森　美由紀 産業編集センター F ﾀｶﾓﾘ

戴天 千葉　ともこ 文藝春秋 F ﾁﾊﾞ

化物園 恒川　光太郎 中央公論新社 F ﾂﾈｶﾜ

小さき王たち　第1部　濁流 堂場　瞬一 早川書房 F ﾄﾞｳﾊﾞ 1

パパイヤ・ママイヤ 乗代　雄介 小学館 F ﾉﾘｼﾛ

花散る里の病棟 帚木　蓬生 新潮社 F ﾊﾊｷｷﾞ

スクイッド荘の殺人 東川　篤哉 光文社 F ﾋｶﾞｼｶﾞ

マスカレード・ゲーム 東野　圭吾 集英社 F ﾋｶﾞｼﾉ

にごりの月に誘われ 本城　雅人 東京創元社 F ﾎﾝｼﾞﾖ

公孫龍　巻2　赤龍篇 宮城谷　昌光 新潮社 F ﾐﾔｷﾞﾀ 2

百年厨房 村崎　なぎこ 小学館 F ﾑﾗｻｷ

八男って、それはないでしょう!　25 Y.A KADOKAWA N F ﾜｲｴ 25

【郷土資料】

会津史談　第96号（令和4年） 会津史談会出版部 会津史談会 L 212.6 ｱ 96

青森自然誌研究　27号（2022）芦崎内湾側で観察されたバームとその堆積 青森自然誌研究会 青森自然誌研究会 L 462.0 27

青森県近代史略年表　続 秋田　義信 青森文芸出版 LR 212.0 2

【事典・辞典・年鑑・白書】（館内閲覧のみ）

毎日新聞縮刷版　2022-3 毎日新聞社 R 071 ﾏ 22-3

地方財政白書　令和4年版 総務省 日経印刷 R 349.2 ﾁ 22



《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）】

生きるために必要な「法律」のはなし 木村　真実 ナツメ社 Y 320 ｲ

桃太郎は嫁探しに行ったのか? 倉持　よつば 新日本出版社 Y 388 ｸ

目で見ることばで話をさせて アン・クレア・レゾット 岩波書店 Y 933 ﾚ

マスクと黒板 濱野　京子 講談社 Y F ﾊﾏﾉ

恋愛問題は止まらない 吉野　万理子 小学館 Y F ﾖｼﾉ

【児童ちしきの本】

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　1 新城　俊昭 汐文社 K 219 ｲ 1

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　2 新城　俊昭 汐文社 K 219 ｲ 2

いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道　3 新城　俊昭 汐文社 K 219 ｲ 3

キャサリン・ジョンソン　【コミック版世界の伝記　51】 田中　ほさな ポプラ社 K 289 ｼﾞ

ジェンナー　【コミック版世界の伝記　48】 十常　アキ ポプラ社 K 289 ｼﾞ

ざんねんないきもの事典　やっぱり 今泉　忠明 高橋書店 K 480 ｻﾞ

マンガでわかる!トクサンTVが教える超少年野球教室 トクサン KADOKAWA K 783 ﾄ

ミイラの地下墓地から大脱出 フィリップ・スティール ライツ社 K 798 ｽ

ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 徳間書店 K 933 ｺﾞ

彼の名はウォルター エミリー・ロッダ あすなろ書房 K 933 ﾛ

【児童ものがたり】
ジャレットのミント♥コレクション　【魔法の庭ものがたり　25】 あんびる　やすこ ポプラ社 K F ｱﾝﾋﾞ

ないしょの五日間　【カメレオンのレオン】 岡田　淳 偕成社 K F ｵｶﾀﾞ

スペシャルQトなぼくら 如月　かずさ 講談社 K F ｷｻﾗ

風の神送れよ 熊谷　千世子 小峰書店 K F ｸﾏｶﾞ

コウペンちゃんのショートストーリーズ　よつばのおまじない　 るるてあ 学研プラス K F ｺｳﾍﾟ

学校のおばけずかん ハイ! 斉藤　洋 講談社 K F ｻｲﾄ

名探偵コナン警察セレクション命がけの刑事たち 青山　剛昌 小学館 K F ｻｶｲ

【絵本】かなしきデブ猫ちゃん　[3]　マルのラストダンス 早見　和真 愛媛新聞社 K F ﾊﾔﾐ 3

名探偵コナンハロウィンの花嫁 青山　剛昌 小学館 K F ﾐｽﾞｷ

みんなのためいき図鑑 村上　しいこ 童心社 K F ﾑﾗｶ

病院図書館の青と空 令丈　ヒロ子 講談社 K F ﾚｲｼﾞ

【絵本】
あかちゃんあかちゃん おおの　たろう 大泉書店 E ｵｵ

まねっこぴたっ!どうぶつ まつした　さゆり ほるぷ出版 E ｽｽﾞ

おいなりさん もとした　いづみ アリス館 E ﾅｶ

よるのびょういん 谷川　俊太郎 福音館書店 E ﾅｶﾞ

ふたごパンダのこころコロコロ 西島　三重子 中央公論新社 E ﾊｾ

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日 松岡　享子 福音館書店 E ﾌﾘ

５月11日

図書館に

やってきた

たまこさん

５月19日

足が！生えた

たまこさん



　　　　・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。

【お知らせ】 ６月１３日（月）～２０日（月）は蔵書点検のため休館します

　　　　　　図書館では蔵書点検のため、下記の期間 休館いたします。

　　　　　　　●本　　館　　　６月１３日（月）～２０日（月）

　　　　　　　●川内分館　　　６月１５日（水）・１６日（木）

　　　　　　　●大畑分館　　　６月１５日（水）・１６日（木）

　　　　　　　●脇野沢分館　　６月１３日（月）・１４日（火）

　　　　　　休館にともない、６月１２日（日）まで、貸出期間を延長する特別貸出を実施しています。

　　　　　　期間中は、通常１５日間のところ、全資料とも２４日間の貸出となりますので、

            どうぞご利用ください。

　　　　　　また、休館中の返却は、図書館本館（正面玄関 脇）の返却ポスト もしくは 

　　　　　　ミニストップむつ市役所店内の返却ポストをご利用ください。

【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

　　　　　　《６月の出演案内》

　　　　　　　　６月　４日（土）　おはなしの木

　　　　　　　　６月１１日（土）　フレンズ ＆ 図書館職員

　　　　　　　　６月２５日（土）　交通安全母の会

　　　　　　  ※６月１８日（土）は、蔵書点検による休館中のため、おはなし会もお休みです。

6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※

【新型コロナウイルス対策についてのお知らせ（６月１日現在）】



【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　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　

　　　　　　　　　　　　　●どこで　むつ市立図書館本館　おはなしのへや

　　　　　　　　　　　　　★６月は第１水曜日の１日に開催します。

【イベント】 ６月第２週はシネマの週末！

　　その１　 雄三忌　～川島雄三作品上映会～
　　　　　　 ６月１１日はむつ市出身の映画監督・川島雄三の命日「雄三忌」です。

　　　　　　 むつ市出身の映画監督・川島雄三の命日である６月11日に合わせ、監督作品の上映会を

　　　　　　 開催します。初夏のひととき、監督を偲びながら川島作品に触れてみませんか？

　　　　●い　つ　６月１１日（土）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「洲崎パラダイス赤信号」

　　　　　　　　　　▶出演　新珠三千代、三橋達也　ほか　（1956年・日活・81分）

　　　●あらすじ　東京・洲崎遊郭へとつながる橋のたもとにある飲み屋を舞台に、

　　　　　　　　　　 そこに出入りする人々の姿をけっして飾ることなく温かい眼差しで描いた傑作ドラマ。

　　　　　　　　　   「幕末太陽傳」と並ぶ川島監督のの代表作です。

　　　　　　　　　　 川島の弟子であり後の巨匠・今村昌平も助監督としてクレジットされています。

　　その２　 ６月の日曜シネマ

　　　　●い　つ　６月１２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「ボブという名の猫　幸せのハイタッチ」

　　　　　　　　　　▶出演　ルーク・トレッダウェイ、ボブ(猫）ほか　（2016年・英・103分）

　　　●あらすじ　ミュージシャンの夢破れ、ホームレスのジェームズ。

　　　　　　　　　　 薬物依存で親にも見放され、どん底な彼の前に現れたのは一匹の茶トラの猫、ボブ。

　　　　　　　　　 　この出会いが、彼に生きる希望とチャンスをもたらすとは！

　　　　　　　　　　 全英が夢中になった"実話”のもと"本物のボブ(猫)”がボブを演じた奇跡のほっこり映画！
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《一般書コーナー》
　◆ 新幹線YEAR

　　零から0へ まはら　三桃／著 ポプラ社

    徹底詳解リニア中央新幹線のすべて 川島　令三／著 廣済堂出版

    JR全車両大図鑑 原口　隆行／編著，井上　廣和／写真世界文化社

　◆ 世界の建築

    ガウディ完全ガイド
ガウディ／[作]，オーローラ・クイート／編

クリスティーナ・モンテス／編 エクスナレッジ

    世界の名建築歴史図鑑 五十嵐　太郎／編著 エクスナレッジ

    図説英国の住宅 山田　佳世子／著，Cha Tea紅茶教室／著 河出書房新社

《図書館員の気まぐれ展示》
　◆ 家族の物語

    家族写真 荻原　浩／著 講談社

    家族終了 酒井　順子／著 集英社

    祝！結婚した 花井　達／著 赤々舎

《児童書コーナー》
　　　　◆ あそべる！まなべる！

    　　　　おかしのずかん 大森　裕子／作 白泉社

    　　　　おかねってなぁに？ 日本商工会議所青年部／企画・編集 日本商工会議所青年部

    　　　　 アナグラムで遊ぼう けんじのじけん ささき　あり／作 東京：あかね書房

　◆ SDGs (環境月間）

    知っていますか?SDGs 日本ユニセフ協会／制作協力 さ・え・ら書房

    さがしてみようくらしの中のエコ　１ 水谷　広／著 小峰書店

    地球にやさしいひとになる本 Ｇ．ブレ／著 晶文社

《児童書コーナー季節の展示》
　◆ 父の日

    おとうさんがおとうさんになった日 長野　ヒデ子／作 童心社

     うちのパパが世界でいちばん！パパのつかいかた33
ハリエット・ジィーフェルト／ぶん

アマンダ・ハーレイ／え
くもん出版

    おとうさん・パパ・おとうちゃん みやにし　たつや／作・絵 すずき出版

 ◆図書館カレンダー

６月の特別展示～ほんの一部をご紹介～
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