
図書館名 おはなし会名 対象年齢

福島市立図書館 ７月４・１１・１８・２５日

☎531-6551 毎週土曜日

北信学習センター図書室 おはなしのとびら ４歳～小学生 ７月１１日（土） 午後2時～

☎554-1115 おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで ７月１日（水） 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室

☎542-2122

子どもライブラリー ７月５・１２・１９・２６日

☎526-4200 毎週日曜日

　

おはなし会プチ 午後3時10分～

図書館のおはなし会

開　催　日　時

どようびのおはなし会 ４歳～小学生 午後2時～

４歳～小学生

３歳～小学生

おはなしひろば ７月４日（土） 午前11時～

福島市松木町１番１号 電話 ５３１－６５５１

２０２０年

７月
市立図書館広報

※状況によって行事は中止になる場合があります。実施についてはホームページでご確認いた

だくか、直接お問い合わせください。 

※マスクの着用をお願いします。 

※参加者が多い場合は、入場の制限または回を分けて行う場合があります。 

※参加者にはお名前や連絡先の記入をお願いする場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
感染拡大防止のためにご協力ください 



　

B78/ｼﾚﾊﾞ

まぼろし色のモンシロチョウ  翅にかくされた進化のなぞ

521/ﾅｶｲ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】
図解でわかる14歳からの水と環境問題

我孫子 武丸∥著 増田 由紀∥著 きたみ りゅうじ∥著

図解でよくわかるネットワークの重要用語解説

ベルンハルト・シュリンク∥著

TENTO∥著 中井 均∥著

519/ｽﾞｶｲ

インフォビジュアル研究所∥著

オルガ 943/ｼﾕﾘ

できるキッズ子どもと学ぶScratch 3プログラミング入門 007/ﾃﾞｷﾙ 信長と家臣団の城

547/ｷﾀﾐ修羅の家 F/ｱﾋﾞｺ いちばんやさしい60代からのLINE 007/ﾏｽﾀﾞ

チャーリー・ジェーン・アンダーズ∥著

鷲田 小彌太∥著

鈴木 大拙∥著

F/ｶﾂｷ

ジェームス・M.バーダマン∥著

「旅と鉄道」編集部∥編

駅弁大百科 596/ｴｷﾍﾞ

空のあらゆる鳥を 933/ｱﾝﾀﾞ

知的読解力養成講座 019/ﾜｼﾀﾞ

木嶋 利男∥著

昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 626/ｷｼﾞﾏ

おれの眼を撃った男は死んだ 933/ﾍﾞﾝﾂ

日本の最終講義 041/ﾆﾎﾝ

イーユン・リー∥著

フレデリック・ルノワール∥著

大嶋 信頼∥著大前 粟生∥著

伊坂 幸太郎∥著

今村 夏子∥著

高草 操∥著

人と共に生きる日本の馬 645/ﾀｶｸ

理由のない場所 933/ﾘｲﾕ

哲学のやさしく正しい使い方 104/ﾙﾉﾜ

シャネル・ベンツ∥著

本田 不二雄∥著

175/ｽﾞｶｲ

浅田 次郎∥著

山本 貴光∥著 渋谷 寛∥著

ペットのトラブル相談Q&A 645/ﾍﾟﾂﾄ

F/ｵｵﾏ 

F/ｲﾏﾑ

F/ｲｻｶ

彩瀬 まる∥著

伊兼 源太郎∥著

流人道中記　上・下 F/ｱｻﾀﾞ

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 131/ｴﾋﾟｸ

F/ｲｶﾞﾈ

653/ﾎﾝﾀﾞ

まだ温かい鍋を抱いておやすみ F/ｱﾔｾ

憂うつデトックス 146/ｵｵｼ 

はじめてのメルカリの使い方 673/ｸﾜﾅ

片岡 義男∥著 下重 暁子∥著 桑名 由美∥著

F/ｶﾀｵ 老いの器量 159/ｼﾓｼﾞ

神木探偵

F/ｶﾂﾗ

F/ｺｳﾍﾞ 

桂 望実∥著
210.7/ｶﾈﾀﾞ

結婚させる家

恋とポテトと夏休み

偽書が揺るがせた日本史

かくされてきた戦争孤児

日本貨物鉄道地図鑑

F/ｻﾜﾀﾞ

F/ﾀｶｷﾞ

238/ﾊﾞﾎﾍﾞ

クラウディア・ヴァーホーヴェン∥著

神戸 遙真∥著 彦根 愛∥著

林家 木久扇∥著澤田 瞳子∥著

駆け入りの寺

金田 茉莉∥著

Y93/ｽｷﾅ

子どもがスポーツをするときにこれだけは知っておきたい10の本質

ブラジリアン柔術必勝!戦術バイブル

ニコラ・スキナー∥作

高樹 のぶ子∥著 永井 洋一∥著

780/ﾅｶﾞｲ289/ｱｹﾁ 

井上 章一∥著

789/ﾌﾞﾗｼﾞ

早川 光由∥監修

日本語のイントネーション 811/ｺｵﾘ

星に仄めかされて F/ﾀﾜﾀﾞ

迷子のままで F/ﾃﾝﾄﾞ

291.0/ｻｲﾄ

多和田 葉子∥著 斉藤 政喜∥著

天童 荒太∥著 郡 史郎∥著 ジョン・ボイン∥著

龍太俳句入門 911.3/ｲｲﾀﾞ
【　絵本・読み物以外の児童書　】

野崎 まど∥著 宮川 徹志∥著

佐藤栄作最後の密使

295/ﾊﾞﾀﾞﾏ

飯田 龍太∥著

タイタン F/ﾉｻﾞｷ

馳 星周∥著 長田 弘∥著

誰も気づかなかった 911.5/ｵｻﾀﾞ暴落　上・下

319/ﾐﾔｶﾞ

四神の旗 F/ﾊｾｾ

松井 今朝子∥著 星 賢人∥著

338/ﾄｳｽﾞ

アダム・トゥーズ∥著

伊藤 比呂美∥著

道行きや江戸の夢びらき F/ﾏﾂｲ 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 366/ﾎｼｹ 914.6/ｲﾄｳ

湊 かなえ∥著 柳家 花緑∥著 奥本 大三郎∥著

蝶の唆(おし)え 914.6/ｵｸﾓカケラ F/ﾐﾅﾄ 僕が手にいれた発達障害という止まり木 378/ﾔﾅｷﾞ

吉田 篤弘∥著 村上 春樹∥著

猫を棄てる 914.6/ﾑﾗｶ流星シネマ F/ﾖｼﾀﾞ 世界ことわざ比較辞典

日本ことわざ文化学会∥編

388/ｾｶｲ

チェ・ウニョン∥著 オリヴィエ　レイ∥著 沢木 耕太郎∥著

旅のつばくろ 915.6/ｻﾜｷわたしに無害なひと 929/ﾁｴｳ 統計の歴史 417/ﾚｲｵ

小谷 太郎∥著

日本温泉科学会∥監修

ミシェル・クオ∥著

パトリックと本を読む 936/ｸｵﾐ宇宙の謎に迫れ!探査機・観測機器61 440/ｺﾀﾆ

東大の先生!超わかりやすくビジネスに効くアートを教えてください!

手織りの組織図事典

イライラしたら豆を買いなさい

三浦 俊彦∥著

686/ｷﾑﾗ

704/ﾐｳﾗ

779/ﾊﾔｼ

753/ﾋｺﾈ

木村 雄一∥著

中島 健一∥著

974/ｼﾞﾖﾙ

パオロ・ジョルダーノ∥著

コロナの時代の僕ら

100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック 960/ﾃﾗｵ

寺尾 隆吉∥著

モノづくりマネジメント入門 509/ﾅｶｼ

40歳からの健康年表

フィフィ・クオ∥作　絵

E/ｸｵﾌ

E/ﾀﾞﾗﾝ

ミレイユ・ダランセ∥作

ムカムカドッカーン!

Y913/ｶｼﾜ

柏葉　幸子∥著

E/ﾍﾟｸﾋ

ペク ・ヒナ∥作

E/ﾚﾂｸ

マイケル・レックス∥さく

ぼくは犬や

おれ、ピートくいたい

【　読　み　物　】

ぼくと母さんのキャラバン

B36/ﾖｼﾀﾞ

吉田 尚記∥著

岩槻 秀明∥著

『おすもうさん』編集部∥編著

B52/ｱﾙﾀ

エドゥアルド・アルタルリバ∥著

B62/ｲﾜﾂ花を楽しむ野菜図鑑

絵でわかる建物の歴史

知れば知るほどお相撲ことば

Y93/ﾎﾞｲﾝ

ひこ　田中∥さく

琉球・沖縄

B48/ｵﾊﾞﾗ

小原 嘉明∥文

上里 隆史∥監修

B45/ｶｹﾞﾔ

陰山 聡∥著

コンパスが南をさすとき

あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。

Y913/ﾀﾏﾙ

田丸 雅智∥著

吉野 万理子∥作

Y93/ｻｲﾄﾞ

Y913/ﾋｺﾀ

Y913/ﾖｼﾉ

借りた本は、返却期限までに返しましょう！

レッツはおなか

雨女とホームラン

囚われのアマル

ソレルとおどろきの種

ふたごのかがみピカルとヒカラ E/ﾂﾖｼ

高山 なおみ∥作　つよし　ゆうこ∥絵

ぼくだってとべるんだ

きむら ゆういち∥文　葉　祥明∥絵

B29/ﾘﾕｳ

【　絵　　　本　】

あいちゃんのひみつ E/ｴｶﾞｼ

竹山 美奈子∥取材　文　えがしら　みちこ∥絵

花のすきなおおかみ E/ﾖｳｼ

兄の名は、ジェシカ

アイシャ・サイード∥作

やがらす魔道具店と黒い結末

明智光秀と細川ガラシャ

シェルパ斉藤の遊歩見聞録

地図で読むアメリカ

原田 実∥著

荒井 秀典∥編

神宮司庁∥編　著
210.0/ﾊﾗﾀﾞ

492/ﾖﾝｼﾞ

図説日本の温泉 453/ｽﾞｾﾂ

図解伊勢神宮

業平

事件持ち

逆ソクラテス

木になった亜沙

ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい

コミックス作家川村リリカ

昨日壊れはじめた世界で

香月 夕花∥著

最初のテロリスト カラコーゾフ

図書館の本はみんなのものです。
傍線を引いたり、ページを切り取ったりすることは、
絶対にやめましょう。



『まほうのおまめ』

　　
『花と昆虫のしたたかで素敵な関係』 『風のことば空のことば　語りかける辞典』

（471/イシイ） （K911/オサダ）

『ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険』
（833/スタン）

（374/エザワ） （Ｅ/マツモ）

一　般　書 児　童　書
『先生も大変なんです』

江澤　隆輔／著　　岩波書店 松本　春野／文・絵　　辰巳　芳子／監修　　文藝春秋

長田　弘／詩　いせ　ひでこ／絵　講談社石井　博／著　ベレ出版

郷 土 資 料

コーリー・スタンパー/著　左右社　 

花は、花蜜を求める昆虫や鳥、コウモリといった
様々な生き物を、多彩な色や匂いで誘います。お
互いに利用し合うことで成り立つ、きれいごとではな
い間柄はまさに「したたかで素敵」。花と送粉者（花
粉を運ぶ動物）の受粉にまつわる関係を、生態学を
専門とする著者が写真と共に紹介します。

ニュースなどを通じて「学校の先生が忙しい」という
ことは広く知られるようになってきました。しかし、なぜ
そんなに忙しいのでしょう？ 増える一方の学習指導
要領、世界的に見ても長時間の部活動…。外からで
は分からない先生の事情が明らかになる１冊です。

身近な食品の中には豆腐や納豆、醤油にきなこな
ど、大豆から作られているものがたくさんあります。
大豆が、どのように育って、どう使われているのかを、
やさしく物語で紹介します。
巻末には、大豆に関する豆知識や味噌の作り方も
載っています。

読売新聞の「こどもの詩」の選者だった福島市出身
の長田弘。本書は長田さんが詩に添えた選評だけを
集めています。選評は「風」や「におい」などの項目に
分類され、５０音順に収められています。詩集として
出版することを願っていた長田さんの遺志が引き継
がれた１冊です。

アメリカで最も歴史ある辞書出版社、メリアム・ウェブ
スターの編集者による辞書作りの悪戦苦闘を綴った
エッセイです。知られざる辞書編(へん)纂(さん)の世
界とその秘密がたっぷりと記された本書には、辞書編
纂者たちの博識・ユーモア・言葉への愛が詰まってい
ます。

◆子どもライブラリー、その他の学習センター

   図書室は、７月３１日は開館しております。

2020年 印の日は休館日 2020年

7 日 月 火 水 木 金 土 7 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 月 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

休館中の図書の返却については図書返却ポストをご利用下さい。

７月の開館カレンダー

蓬莱・清水・もちずり・北信・飯坂・
吾妻・松川・その他の学習セン

ター
図書室 本館、西口・子どもライブラリー

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

閲覧席に「飛沫防止安心パネル」を設置しています。 

席数を削減していますので、できるだけ多くの方が

ご利用いただけるよう、短時間でのご利用にご協力

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     アマビエふくもっちゃん 

 


