
図 書 館 日 記 ２０１９年（令和元年）５月 

５月の特別展示＆イベントのお知らせ 

５月の特別展示 

《一般書コーナー》 

〇平成を振り返る（4 月より引き続き展示） 

『図解 平成オタク 30 年史』 

平成オタク研究会/編 

『平成川柳傑作選』 仲畑 貴志/選 

『知ってるのに思い出せない平成まとめクイズ』 

 BLOCKBUSTER/編 

〇ミステリー 

『生首に聞いてみろ』  法月 綸太郎/著 

『猫には推理がよく似合う』  深木 章子/著 

『生存者ゼロ』  安生 正/著 

〇図書館員の気まぐれ展示：雑学 

『文房具の解剖図鑑』  

ヨシムラ マリ/著､トヨオカ アキヒコ/著 

『ざんねんないきもの事典  

おもしろい!進化のふしぎ』 今泉 忠明/監修 

『TIMELINE 地球の歴史をめぐる旅へ！』  

ピーター･ゴーズ/作 

 

《児童書コーナー》 

〇絵本大賞 

『クマと森のピアノ』  

デイビッド･リッチフィールド/作 

『こねてのばして』 ヨシタケ シンスケ/作 

『だいぶつさまのうんどうかい』  

苅田 澄子/ぶん 

〇児童の本が増えました 

（教育振興会様寄贈本 4 月より引き続き展示） 

『手塚治虫からの伝言(メッセージ)  

ロボットと暮らす世界』  

手塚 治虫/著､中野 晴行/監修 

『名字ずかん』  

森岡 浩/監修､ 

長谷川 未緒/編著 

『さよならようちえん』  

さこ ももみ/作 

『はるの日のおはなし会』（無料･申込不要） 

日時：5 月 18 日(土) 午後 2 時から 3 時まで 

場所：むつ市立図書館 集会室 

内容：「おはなしの木」のみなさんによるおはなし

会です｡楽しいおはなしがたくさん！家族み

んなで遊びに来てください｡ 

 

『土曜おはなし会』（無料･申込不要） 

日時：毎週土曜日午後 2 時から 

場所：むつ市立図書館児童コーナーおはなしのへや 

内容：「おはなしの木」､「ひばの会」､「交通安全

母の会」による絵本や紙芝居の読み聞かせを

おこなっています｡ 

  ※5 月は 4 日､11 日､25 日の 3 回実施 

 

『日曜シネマ』（無料･申込不要） 

日時：令和元年 5 月 12 日(日)午後 2 時～【字幕版】 

令和元年 5 月 26 日(日)午後 2 時～【字幕版】 

  ※吹替版がないため両日とも字幕版での上映 

場所：むつ市立図書館あすなろホール 

作品『マダム･イン･ニューヨーク』（2012 年･イン

ド･134 分） 

監督：ガウリ･シンデー 

出演：シュリデヴィ､アディル･フセイン､メーディ･

ネブー ほか 

内容：ビジネスマンの夫､2 人の子供のために日々

家事をこなす専業主婦シャシ（シュリデヴ

ィ）は､家族の中で唯一英語ができないこと

が悩みだった｡ある日親戚の結婚式の手伝い

を頼まれ単身渡米するも､英語が話せないた

めつらい思いをする｡そんな時「4 週間で英

語が話せる」という英会話学校の広告を見つ

けた彼女は､身内に黙って学校に通い始める

が…｡   

（５月１３日） 



オススメ本の桜の木が満開になりました！ 

みなさんのオススメの本

はなんですか？ 

いま､図書館では利用者の

方々から「桜カード」にオス

スメ本の書いてもらい､桜の

木を作成しています｡ 

児童コーナーのガラス壁に貼っていますので､遅咲

きの桜をぜひ見にきてください！ 

オススメ本の中から､自分では選ばない本がみつか

るかもしれませんよ｡ 

また､あなたのオススメの一冊がありましたら､カ

ードに記入して BOX に入れてくださいね！大人でも

子どもでも､どなたでも OK

です｡（記入カードと BOX は､

児童コーナーと一般新刊コ

ーナーに設置しています） 

（５月１４日） 

さようなら､平成 おめでとう､令和 

いよいよ今月から新年号｢令和｣がスタートしまし

た｡図書館では「さようなら､平成～平成を振り返る

～」と題して､平成にまつわるさまざまな図書を展示

しています｡ 

いくつかご紹介すると､ 

「皇室文化と平成」 宮内庁/編集 

「外国人記者が見た平成日本」ヤン･デンマン/著 

「知っているのに思い出せない平成まとめクイズ」 

BLOCKBUSTER/編 

などなど… 

展示スペースでは､平成に起こった主なニュースを

まとめた表も展示してありますので､ぜひ平成を振り

返りながら本を手に取っていただければと思います｡ 

ご来館お待ちしております｡   （５月１５日） 

「ブックコート講習会」開催のお知らせ 

ブックコートとは特殊なフィルムを本の表紙に貼

る作業で､本の汚れや日焼けを防ぐことができ､綺麗

な状態を長く保つことができます｡お気に入りの本に

いかがでしょうか｡ 

日時：5 月 30 日(木)午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分 

場所：むつ市立図書館 集会室 

対象：一般 

・事前申込みは不要です｡開始時間までにお越しください｡ 

・コートしたい本をご持参ください｡ 

（時間内に終えられる冊数…おおむね 2～3 冊） 

本を持参出来ない方には図書館で本を用意してお

りますのでお申し出ください｡ 

※特殊な形態の本や古書などの貴重な本､破損のひど

い本はコートできない場合がございますのでご了

承ください｡ 

（５月１５日） 

図書館ベストリーダー（貸出が多い資料） 

今回は平成 30 年度に多くの方に読まれた本（貸出

の多かった本）を紹介したいと思います｡  

さて､気になる順位は… 

 

１位 九十歳｡何がめでたい   佐藤 愛子/著 

２位 はらぺこあおむし   エリック＝カール/作･絵 

３位 かいけつゾロリつかまる!! 原 ゆたか/さく･え 

４位 かいけつゾロリたべられる!!  

原 ゆたか/さく･え 

５位 ミッケ！ 6       ウォルター･ウィック/写真 

６位 変幻              今野 敏/著 

６位 ポケモンをさがせ!クリスタル  相原 和典/画 

８位 蜜蜂と遠雷           恩田 陸/著 

９位 棲月              今野 敏/著 

10 位 猫の恩返し           柊 あおい/原作 

10 位 ポケモンをさがせ!金銀       相原 和典/画 

10 位 ミッケ！ 7      ウォルター･ウィック/写真 

 

2016 年 8 月発売の『九十歳｡何がめでたい』が 2 年

以上たった今でも根強い人気があり､貸出回数 48 回

で 1 位となりました！！ 

ちなみに予約が一番多かった本は､第 22 回手塚治

虫文化賞 短編賞を受賞した矢部太郎さんの『大家さ

んと僕』です｡ 

今年度もたくさんのご利用お待ちしております｡ 

（５月１６日） 



５月の特別展示（２） 

児童書コーナー季節の展示が変わりましたのでご

紹介します｡ 

今回の展示は満開になった「オススメの本の桜の

木」でみなさんが紹介してく

ださった本を展示してみま

した｡ 

ご覧のように､様々なジャ

ンルの本が選ばれました｡ 

自分が紹介した本が他

の方の手にとって読まれ

るというのはとても嬉し

いことですよね｡ 

あさって 5 月 22 日(水)

まで展示しておりますの

で､これから本を読まれる方､そして紹介して下さっ

た方もまた本を手にとって読んでいただけると嬉し

いです｡             （５月２０日） 

図書館にミシシッピアカミミガメがやってくる！ 

6 月は「環境月間」です｡それにちなんで､今回の児

童コーナーの展示は「水」をテーマにした本を選んで

展示しています｡ 

ひとことで「水」といっても､海､川､ダム､雨､水道､

下水道などなど多岐にわたり､水に関わる問題は「地

球温暖化」･「防災」･「水資源」･「生態系」など､日

常生活はもちろん社会経済においても､とても重要だ

と考えられます｡このような【水教育】が全国でも広

まっているようです｡ 

今回､地球環境の生態系に関わる問題の 1 つとなっ

ている外来種「ミシシッピアカミミガメのカメ子く

ん」が図書館の児童コーナーに遊びにきてくれること

になりました｡ 

  外来種生物による生態系への影響について､そして

生きものを飼う責任について､親子で一緒に考えてみ

ませんか？ 

カメ子くんが遊びに来てくれる日は 

(1)令和元年 6 月 1 日(土) 

  (2)令和元年 6 月 8 日(土) 

  (3)令和元年 6 月 15 日(土) 

 

各回とも 13 時 40 分から､カメ子くんのもぐもぐタ

イム（エサを食べる様子を観察しよう）もありますの

で､ぜひ遊びにきてください！ 

 

（５月３０日） 
 


