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編集・発行／福島市立図書館（〒960-8018 福島市松木町１番１号）　代表電話 024-531-6551

　図書館の各種サービスを、お気軽にご利用ください。
　福島市立図書館は、図書館サービスの充実を図
り、「市民の図書館」として親しまれる図書館づくり
に努めています。
　あらゆる分野の図書・記録などの資料を収集・保
存し、みなさまのご要望に応え、読書意欲を育てな
がら、生活と文化の向上に役立つことを目指してい
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
地域の貴重な資料を後世に伝えるため、郷土資料
を収集しています。各地域の様々な郷土資料、さら
に団体の会報・記念誌・詩集・歌集・郷土史・パンフ
レットなどの寄贈をお願いしています。
　福島市立図書館本館は、昭和６０年４月に開館し
ました。平成１５年７月には、福島駅西口のコラッセ
ふくしま内にビジネス支援を目的とした一般向け図
書館として「西口ライブラリー」を開設しました。

　平成１７年７月には、福島駅東口のこむこむ館内に児
童書専門図書館として、「子どもライブラリー」を開設しま
した。各学習センター図書室の整備も進めながら、地域
に身近な図書館として、サービスの充実を図っています。
　また、平成２４年７月から、インターネットと電話による
図書貸出予約サービスを開始し、利便性の向上を図りま
した。
　定例事業としては、「おひざにだっこのおはなし会」など
各種おはなし会や、「ファミリー映画会」などを開催してい
ます。特別事業としては、「手作り人形講座」や「歴史講
座」などを、読書週間と小・中学校の夏・冬休み期間中に
開催しています。
　このような福島市立図書館の各種サービスを、みなさま
お気軽にご利用ください。
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開館時間と休館日

図書の利用方法 目のご不自由な方の対面朗読

▼初めて本を借りるときは？ ・市立図書館ではご希望の方に図書や新聞などの対面朗読をしています。

・カウンターにて図書貸出券を作成してください。名前・性別・生年月日・住所・電話 　ご希望の方は、お気軽に市立図書館にご相談ください。

　番号などを図書貸出券交付申込書に記入し、本人確認できるもの（運転免許証・ ・大活字本・朗読テープ・朗読CD・手でさわる絵本などもそろえています。

　健康保険証・学生証など）を添えてお申出ください。

・福島市・伊達市・伊達郡管内にお住まいか、福島市内に勤務・在学している方 サービス内容

　なら、貸出を受けられます。 ▼パソコン及び携帯電話によるインターネット図書検索サービスを行います。

・貸出券は本館のほか、市立図書館の全ての図書施設で共通に利用できます。 ▼インターネットや電話による図書の予約サービスを行います。

▼本を借りるときは？ 　　（平成２４年７月から運用を開始しました）

・借りる本と図書貸出券をカウンターへお持ちください。 ▼オンラインシステムにより、市立図書館のどの図書施設からでも図書の

　貸出冊数は１人１０冊以内です。 　早期提供を図ります。

　貸出期間は１４日以内です。 ▼児童へのサービスを重視し、読書意欲を高めるため読書相談・読み聞か

・図書貸出券をなくしたり、住所が変わった時は、市立図書館へご連絡ください。 　せを行います。

▼本を返すときは？ ▼郷土資料・行政資料・参考図書の充実を図り、調査研究等・相談業務

・本だけをカウンターへお返しください。図書貸出券は必要ありません。 　（レファレンスサービス）の充実を図ります。

・借りた本は、市立図書館のどの図書施設にでも返すことができます。 ▼広域サービス推進のため、各学習センター図書室や西口・子どもの各ラ

・休館日や閉館時はブックポストへ本だけ入れてください。 　イブラリー及び移動図書館の充実を図ります。

▼本が見つからないときは？ ▼資料をコピーしたいときは、市立図書館３階参考資料室、西口・子どもの

・お気軽に 図書館の職員にお尋ねください。利用者端末機のある施設では、 　各ライブラリーのほか、蓬萊・清水・もちずり・北信・飯坂・吾妻学習センター

　ご自分で書名・著者名などから探すことができます。 　図書室で利用できます。

・探している本が貸出中の時は、予約をすればその本の返却時にご連絡します。 　（白黒コピーは１枚１０円、 カラーコピーは1枚５０円 本館のみ）

・探している本が図書館にない時は、リクエストをすることができます。購入または

　他市の図書館から借用して、できるだけリクエストにおこたえします。 個人情報の保護

▼調べものをしたいときは？ ▼市立図書館を利用する際に、それぞれ必要に応じてご記入いただく個人

・参考図書(調べものをするための本や事典・辞書・年鑑等)をそろえています。 情報は、図書館の利用者としての登録をするもので、資料の閲覧・貸出・返

・私たちの郷土である福島市・福島県に関する資料を集めたコーナーもあります。 却・予約などの各サービスを受けるときの本人確認及び図書館からの連絡・

諸統計事務に使用するためのものです。これらは、福島市個人情報保護条

図書の団体貸出 例の規程に基づいて収集され、あらかじめ決められた利用の範囲内で使用

・団体（学級文庫・読書振興団体・読書会・貸出文庫など）への貸出を行います。 されます。

・登録が必要です。詳しくは市立図書館へご連絡ください。
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市　立　図　書　館　の　利　用　案　内
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月・水～土曜日 日曜日

図書館（本館） ・午前１０時～午後６時 ・午前１０時～午後５時

西口ライブラリー ・午前１０時～午後７時 ・午前１０時～午後６時

子どもライブラリー
・火曜日（火曜日が祝日の場合、その翌日）
・図書整理や館内点検などの臨時休館日があります。

蓬萊学習センター図書室

清水学習センター図書室

もちずり学習センター図書室

北信学習センター図書室

飯坂学習センター図書室

吾妻学習センター図書室

開館時間
施設名 休館日

・火曜日
・国民の祝日（火曜日が祝日の場合、その翌日）
・年末年始（１２月２９日～１月３日）
・毎月月末（館内整理日、月末が休館日の場合はその前日）
・特別整理期間（４月１０日～１６日）

・火曜日
・国民の祝日（火曜日が祝日の場合、その翌日）
・年末年始（１２月２９日～１月３日）
・毎月月末（館内整理日、月末が休館日の場合はその前日）
・特別整理期間（４月１０日～１６日）

　・午前９時～午後６時
（貸出は午前９時３０分
　からです）

　・午前９時～午後５時
（貸出は午前９時３０分
　からです）

・午前９時３０分～午後７時

・午前９時～午後５時４５分
・火曜日
・国民の祝日（火曜日が祝日の場合、その翌日）
・年末年始（１２月２９日～１月３日）

他の学習センター図書室
吾妻学習センター分館図書室
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定例事業の紹介

事　　　業　　　名 期　　　日 時　　　間 対　　　　象 内　　　　容

図書館（本館）

午後２時３０分～ ４歳以上の幼児

午後３時～ 小学生

○ファミリー映画会 第２日曜日 午後２時～ 幼児・小学生～一般 幼児・小学生から一般向けまでの映画の上映会です。

○おひざにだっこのおはなし会 第３木曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

西口ライブラリー

○ことのはの時間（とき） ６・９・１２・３月 午後２時３０分～ 一般 大人の方を対象とした朗読を行います。

子どもライブラリー

○おはなしジャングル 第１日曜日 午後２時２０分～ 小学生
絵本の読み聞かせ・テーマに合せた本の紹介などを行
います。

第１木曜日

第３日曜日

○おはなしピクニック 第２日曜日 午後２時２０分～ ４歳～小学校就学前の幼児 絵本の読み聞かせ・手遊びなどを行います。

○おはなしぼっくす
学校行事を考
慮し随時設定

午後２時２０分～ ３歳～小学生 絵本の読み聞かせなどを行います。

○おはなしあそぼっくす 年６回程度 午後２時２０分～ ４歳～小学生 絵本にまつわるあそびなどを行います。

蓬萊学習センター図書室

○おはなしのくれよん 第２土曜日 午前１０時３０分～ ４歳～小学生 すばなし・読み聞かせなどを行います。

○おひざにだっこのおはなし会 第４木曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

清水学習センター図書室

○おひざにだっこのおはなし会 第３木曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

○おはなしポケット 第３土曜日 午後２時～ ４歳～小学生 絵本・物語・ブックトークなどを行います。

もちずり学習センター図書室

○おひざにだっこのおはなし会 第２水曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

○おはなしバスケット 第４土曜日 午後２時～ ４歳～小学生 絵本の読み聞かせ・紙芝居などを行います。

北信学習センター図書室

○おひざにだっこのおはなし会 第１水曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

○おはなしのとびら 第２土曜日 午後２時～ ４歳～小学生 絵本の読み聞かせ・紙芝居などを行います。

飯坂学習センター図書室

○おひざにだっこのおはなし会 第２木曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

○おはなしひろば 第４土曜日 午前１１時～ ４歳～小学生 絵本の読み聞かせ・本の紹介などを行います。

吾妻学習センター図書室

○おはなしのにじ 第３土曜日 午前１０時３０分～ ４歳～小学生
絵本の読み聞かせ・テーマに合せた本の紹介を行いま
す。

○おひざにだっこのおはなし会 第４木曜日 午前１０時３０分～ ３歳までの乳幼児と保護者
絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

  ※この他、様々な事業を予定しております。詳しくは、市政だよりや市立図書館広報・ホームページなどでお知らせいたします。

▼教材で映像資料でもある市立図書館備付の16ミリ映画フィルムは、教育機関・社会教育関係団体などに貸出します。

▼16ミリ映写機・映写幕（スクリーン）も貸出します。16ミリ映画フィルム上映の際にご利用ください。

▼貸出は無料ですが、団体でのご利用となります。個人への貸出はいたしません。また、営利行為を伴う使用はできません。
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絵本・紙芝居などの読み聞かせ・ブックトークなどを行い
ます。

絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうたなどを行いま
す。

毎週土曜日○どようびのおはなし会
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○おひざにだっこのおはなし会 午前１１時～ ３歳までの乳幼児と保護者

′多くのみなさんに身近な図書館としてご利用いただくため、次のような定例事業を企画しています。
′この他、特別事業として手遊びわらべうた講座・手作り人形講座・歴史講座や小・中学校の夏休み・冬休み期間の事業を企画しています。

１６ミリ映画フィルムの貸出

市 立 図 書 館 の 催 し 物

スクラップブッキング講座 おはなしカーニバル ふゆのおたのしみ会 手作り製本教室 

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/site/toshokan/index.html


４週間に１回、年１０回
次の巡回日まで（どのステーションでも、
又は本館、各学習センター図書室、西口・
子どもの各ライブラリーにも返却できます）

◇貸出冊数 １人５冊まで
◇貸 出 券 本館、各学習センター図書室、西口・子ども

の各ライブラリー共通で使用できます。
◇そ の 他 荒天の場合は、運行中止となることがあり

ます。

天候等による多少の時間の変更は

ご了承願います。

東湯野小学校 金谷川小学校 立子山小学校 森合小学校
### ###
### 水原小学校 ### ###
中野小学校 ### 平野小学校 方木田集会所
### 下川崎小学校
### ### ### ###
大笹生小学校 松川町原東集会所前 余目小学校 南向台小学校
### ###

松川小学校
### ###
25年 ４月 17日 ９日 25年 ４月 24日 16日 25年 ５月 １日 23日 25年 ５月 ８日 30日

### ５月 15日 ６日 #### ５月 22日 13日 ### ５月 29日 20日 ### ６月 ５日 27日

### ６月 12日 ４日 #### ６月 19日 11日 ### ６月 26日 18日 ### ７月 ３日 15日

### ７月 10日 22日 #### ７月 17日 29日 ### ８月 28日 ５日 ### ９月 ４日 10日

### ９月 11日 19日 #### ９月 18日 26日 ### ９月 25日 ５日 ### 10月 ２日 12日

湯野小学校 荒井小学校 矢野目小学校 大波小学校
### ###
水保小学校 ### ### ###
### 平田小学校 瀬上小学校 月輪小学校
庭塚小学校 ###
### ### ###
庭坂小学校 永井川集会所 瀬上東町会館 鎌田小学校
### ###

###
25年 ４月 18日 10日 25年 ４月 25日 17日 25年 ５月 ２日 24日 25年 ５月 ９日 28日

### ５月 16日 ７日 #### ５月 23日 14日 ### ５月 30日 21日 ### ６月 ６日 28日

### ６月 13日 ５日 #### ６月 20日 12日 ### ６月 27日 19日 ### ７月 ４日 16日

### ７月 11日 23日 #### ７月 18日 30日 ### ８月 29日 ６日 ### ９月 ５日 13日

### ９月 12日 20日 #### ９月 19日 27日 ### ９月 26日 ６日 ### 10月 ３日 13日

岡山小学校 青木小学校 平石小学校 佐倉小学校
### ###
土湯小学校 茂庭小学校 清水小学校
### 大久保小学校 ###
佐原小学校 ### 茂庭出張所 松北町会館
### ###
鳥川小学校 飯野小学校 飯坂小学校 北沢又集会所
### ###

南沢又集会所
### ###

25年 ４月 19日 11日 25年 ４月 26日 18日 25年 ４月 22日 25日 25年 ５月 10日 １日

### ５月 17日 ８日 #### ５月 24日 15日 ### ５月 27日 22日 ### ６月 ７日 29日

### ６月 14日 ６日 #### ６月 21日 13日 ### ６月 28日 16日 ### ７月 ５日 17日

### ７月 12日 24日 #### ７月 ８日 27日 ### ８月 30日 ７日 ### ９月 ６日 14日

### ９月 13日 21日 #### ９月 20日 24日 ### ９月 27日 ７日 ### 10月 ４日 14日

####

15:20 ～

13:40～13:10

２月

#### ３月

２月

13:10 ～

13:00～

11月

#### ２月

#REF! 13:00

～10:00 ～

#REF!

#### ２月

#REF!

～

11月
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#### ３月

26年 ２月

10月

３月#### ２月 ### ２月 ####

２月26年 １月 26年 １月 ####

１月#### 12月 ### 12月 12月 26年

11月#### 11月 ### 11月 #### 11月 ####

15:00

13:50

25年 10月 25年 10月 25年
15:50

～14:50

25年 11月

13:50

15:30

～ 14:20

14:30 ～

～ 14:2014:00 ～ 14:40

15:00 ～ 15:40

#REF! ～ 14:00

10:40 10:10 11:10～

13:40
13:00

13:40

10:10 ～ 10:45

13:00

３月

～

####

####

10:40

26年 １月 26年１月26年

### ２月

10:10

11月

#### 12月 12月 26年 １月

####

### 12月

####

25年25年 10月

### 11月

10月

14:15 14:10 ～ 15:30～15:00 ～ 15:40 14:00
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２月
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３月

26年 １月

####

#### ２月26年 １月 26年

#### 12月 ### 12月

26年 １月

10月

12月

10月

11月 ####

14:20 ～ 15:00 ～

11月 11月

～ 15:20

15:5015:15

25年 10月

####

14:40

14:10 ～ 15:10 13:50 ～ 14:20

13:40 14:00 ～ 14:30
13:00 ～ 13:40

13:10 ～ 13:50 13:00 ～

10:20 10:00 ～ 10:40

11:00 ～ 11:40

25年

（４）

◇巡回周期
◇貸出期間

10:10 ～ 10:40 10:00 ～ 10:40

14:40 15:40～

平成２５年３月３１日 発行 福 島 市 立 図 書 館 だ よ り

～ 11:00

### 11月

10月

しのぶ号 
利用案内 

☆みなさまに身近な動く図書館として、小学校など各地区を
巡回します。お気軽にご利用ください。 

移動図書館「しのぶ号」は 
みなさまの地域を訪れます！ 

http://www.city.fukushima.fukushima.jp/site/toshokan/index.html

