
対象年齢

～3歳まで

参加費

※マスクの着用をお願いします。　※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。

おはなし会プチ 4歳～小学生 11月7・１4・28日 午後3時10分～

ふくよみの日
本を借りようキャンペーン

１１月２３日（火・祝日） ー
本を借りた利用者にプレゼントをさしあげ
ます。
・対象：高校生以下☎５３１－６５５１

11月２３日（火） 午後3時10分～

イベント名 開催日時 申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

福島市立図書館
手でさわる絵本新作展

１０月２７日（水）
～１１月１０日（水）

ー
図書ボランティアの会が制作した、手でさ
わって楽しめる絵本の新作を展示します。
・場所：市立図書館１階☎５３１－６５５１

福島市立図書館 ふくよみの日
深まる秋の映画会

※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。

子どもライブラリー ふくよみの日
本を借りようキャンペーン

１１月２３日（火・祝日） ー
本を借りた利用者にプレゼントをさしあげ
ます。11月は「星のタッセル」です。
・対象：小学生まで☎526-4200

松川学習センター図書室 ふくしま読書の日
企画展示

推し本ポップを作ろう！

【展示期間】

開催中
～１１月２８日（日）

無料
ご応募いただいたポップを紹介本ととも
に、松川学習センター図書室内で展示して
おります。展示本は貸出できます。☎567-2403

福島市立図書館

１１月２３日（火・祝日）
午後２時～

無料

一般向け映画「蕨野行（わらびのこう）」を
上映し、関連本の展示を行います。
・場所：市立図書館３階会議室
・対象：一般　・定員：１４名（申込不要）☎５３１－６５５１

おはなしのにじ 4歳～小学生 11月20日（土） 午前10時30分～

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月25日（木） 午前10時30分～

市立図書館広報 2021年
11月号

福島市松木町１－１　電話５３１－６５５１

図 書 館 の お は な し 会

施設名 おはなし会名 開　催　日　時

蓬莱学習センター図書室 おはなしのくれよん 4歳～小学生 11月６日(土) 午前10時30分～

福島市立図書館 どようびのおはなし会 4歳～小学生
11月6・13・20・27日 午後2時～・

午後2時30分～毎週土曜日

☎531-6551 おひざにだっこのおはなし会 午前10時30分～11月18日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月28日(日) 午前10時30分～

清水学習センター図書室 おはなしポケット 4歳～小学生 11月20日（土） 午後2時～

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月18日（木） 午前10時30分～

もちずり学習センター図書室 おはなしバスケット 4歳～小学生 11月27日（土） 午後2時～

☎526-4200 おはなし会プチ～ふくよみの日スペシャル～ 4歳～小学生

11月13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 １１月１０日（水） 午前１０時３０分～

子どもライブラリー

松川学習センター図書室

☎567-2403

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば 4歳～小学生 1１月６日（土） 午前11時～

☎542-2122

おはなし会プチ～秋のライブラリースペシャル～

1１月６日（土） 午前１０時３０分～

1１月４日（木） 午前10時30分～

4歳～小学生 11月3日（水・祝） 午前11時30分・午後3時10分

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月11日（木） 午前10時～

北信学習センター図書室 おはなしのとびら 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1１月１１日（木） 午前10時30分～

おはなしロケット

おひざにだっこのおはなし会

4歳～小学生

～3歳まで

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月4（木）・21日（日） 午前11時～

吾妻学習センター図書室



　

パムクの文学講義

911.3/ｻｶｻﾞ季語・歳時記巡礼全書

911.5/ｷｼﾀﾞ風の領分

小川 洋子∥[著]

オルハン・パムク∥[著]

坂崎 重盛∥著

目の見えない白鳥さんとアートを見にいく

727/ｺﾔﾏ世界ピクト図鑑

濱田 武士∥監修

綾　ほか∥著

川内 有緒∥著

ルイーズ・グリュック∥著
赤い魚の夫婦 963/ﾈﾂﾃ MINAMATA 493/ｽﾐｽ

グアダルーペ・ネッテル∥著 W.ユージン・スミス、アイリーン美緒子スミス∥著

推敲 943/ﾍﾞﾙﾝ どっちがどっちまぎらわしい生きものたち 480/ﾔﾅｲ

野生のアイリス 931/ｸﾞﾘﾕ

トーマス・ベルンハルト∥著 梁井 貴史∥著 若松 英輔∥著
クマが出た!助けてベアドッグ B65/ｵｵﾀ

オーシャン・ヴオン∥著 土屋 健∥[著]

太田 京子∥著

914.6/ﾜｶﾏ沈黙のちから
仲野 徹∥著

世界一やさしい依存症入門 B49/ﾏﾂﾓ

機能獲得の進化史 457/ﾂﾁﾔ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

野中 俊宏　ほか∥著

山田 五郎∥著

662/ｽﾞｶｲ図解知識ゼロからの現代漁業入門

チャン・ガンミョン∥著 松本 哲夫∥編著　今野 勤∥著

松本 俊彦∥著

914.6/ﾅｶﾉ仲野教授の笑う門には病なし!
小沢 信男∥[著]

宇宙への扉をあけよう B44/ﾎｷﾝ地上で僕らはつかの間きらめく 933/ﾌﾞｵﾝ

929/ﾁﾔﾝ Excelによる多変量解析 417/ﾏﾂﾓ

ピーター・ブキャナン=スミス∥著

川崎 寛也∥著

東洋経済新報社∥編

中野 明正∥著

イアン・S.ポート∥著

児山 啓一∥著

706/ｶﾜｳ

呉 明益∥著 ギタンジャリ・ラオ∥著

ルーシー・ホーキング、スティーヴン・ホーキング∥著

914.6/ｵｻﾞﾜ暗き世に爆ぜ
石井 ふく子∥著

古典がおいしい!平安時代のスイーツ B38/ﾏｴｶ

前川 佳代、宍戸 香美∥著
我らが願いは戦争

眠りの航路 923/ｳﾐﾝ ギタンジャリ・ラオ  STEMで未来は変えられる 407/ﾗｵｷﾞ

越前 敏弥∥著

谷釜 尋徳∥著

岸田 将幸∥著綿矢 りさ∥著 E.リード・ロス∥著
912.7/ﾊｼﾀﾞ家族のようなあなたへ

オーラの発表会 F/ﾜﾀﾔ 世界の奇習と奇祭 382/ﾛｽﾘ

キネマ旬報社∥編

東野 圭吾∥著 森 新∥著

母親からの小包はなぜこんなにダサいのか F/ﾊﾗﾀﾞ

災害伝承の大研究 B36/ｻｲｶﾞ

山田 正紀∥著 印南 敦史∥著

佐藤 翔輔∥監修

開城賭博 F/ﾔﾏﾀﾞ 読書する家族のつくりかた 379/ｲﾝﾅ

時代をきりひらいた日本の女たち B28/ｺｽｷﾞ

桃野 雑派∥著 神戸 利文、上村 理絵∥著

小杉 みのり∥文    落合 恵子∥監修

老虎残夢 F/ﾓﾓﾉ 道路を渡れない老人たち 369/ｶﾝﾍﾞ

なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなるの? B03/ｲｼｶ

石川 幹人∥著

原田 ひ香∥著 石井 光太∥著
透明な螺旋 F/ﾋｶﾞｼ 普通の会社員のための超副業力 366/ﾓﾘｱ

小川洋子のつくり方 910.2/ｵｶﾞﾜ

シェフ・アールツ∥作

Y92/ﾁﾔﾝ

Y913/ﾖｼﾉ

格差と分断の社会地図 361/ｲｼｲ

青いつばさ Y949/ｱﾙﾂ

中島 茂∥著
837/ｴﾁｾﾞ「英語が読める」の9割は誤読

901/ﾊﾟﾑｸ

崖の下の魔法使い女子大小路の名探偵 F/ﾊﾀﾀ コンプライアンスのすべて 335/ﾅｶｼﾞ

オレのジタバタ記
秦 建日子∥著

ライブラリー・ツインズ
貫井 徳郎∥著 岩崎 崇∥監修

常 新港∥作

783/ﾀﾆｶﾞボールと日本人

邯鄲の島遙かなり　（中） F/ﾇｸｲ 最新独占禁止法・景表法・下請法 335/ｻｲｼ

日野 祐希∥著

764/ﾎﾟﾄｲフェンダーVSギブソン
玉岡 かおる∥著 レベッカ・クリフォード∥著

吉野 万理子∥作

778/ﾎｿﾀﾞ細田守とスタジオ地図の10年

帆神 F/ﾀﾏｵ

F/ｽｶﾞﾉ アメリカのありふれた町で 295/ﾋｶﾞｼ

そらのことばが降ってくる Y913/ﾀｶﾔ

Y913/ﾋﾉﾕ

菅野 雪虫∥著 東 理夫∥著
ホロコースト最年少生存者たち 316/ｸﾘﾌ

重松 清∥著 地球の歩き方編集室∥編集

高柳 克弘∥作

かぞえきれない星の、その次の星 F/ｼｹﾞﾏ 世界のすごい巨像 290/ｾｶｲ

#マイネーム Y913/ｸﾛｶ星天の兄弟

桜木 紫乃∥著 森 まゆみ∥著

黒川 裕子∥作

ブルースRed F/ｻｸﾗ しごと放浪記 289/ﾓﾘﾏ

プンスカジャム Y913/ｸﾄﾞｳ

674/ｲﾝｽ

坂井 希久子∥著 関 眞興∥著

くどう れいん∥作

垣根 涼介∥著 渡辺 浩平∥著
たそがれ大食堂 F/ｻｶｲ 一冊でわかるトルコ史 227/ｾｷｼ

Instagramあたらしい商品写真のレシピ

農山漁村文化協会∥編

ファン・ブラザーズ∥作

625/ﾉｳｶ農家が教えるゆずづくし涅槃　（上・下） F/ｶｷﾈ 第七師団と戦争の時代 211.0/ﾜﾀﾅ

バーナバスのだいだっそう E/ﾌｱﾝ

すうがくでせかいをみるの E/ﾀﾝｺ

E/ｼﾍﾞﾙ

大沢 在昌∥著 渡邊 大門∥編 ジョアン・L.ノドセット∥作    フリッツ・シーベル∥絵

戦国「おんな家長」の群像 210.4/ｸﾛﾀﾞ

おじさんのぼうしはどこいった?熱風団地 F/ｵｵｻ 関ケ原合戦人名事典 210.4/ｾｷｶﾞ

会社四季報　業界地図
黒田 基樹∥著

旅のない F/ｳｴﾀﾞ 夢を見るとき脳は 145/ｻﾞﾄﾞﾗ

ミゲル・タンコ∥作

624/ﾅｶﾉ図解でよくわかる施設園芸のきほん

月と日の后 F/ｳﾌﾞｶ

冲方 丁∥著

上田 早夕里∥著 中山 元∥著

エズラ・ジャック・キーツ∥絵

596/ｶﾜｻ味・香り「こつ」の科学
上田 岳弘∥著 アントニオ・ザドラ、ロバート・スティックゴールト∥[著]

602/ｶｲｼ

ねむたくないせんにん E/ﾊﾂﾄ

E/ﾀﾆｶ

E/ｷﾂｴ

ナカオ マサトシ∥作      服部 美法∥絵

581/ﾌﾞｷﾔ

白石 一文∥作   谷川 千佳∥絵

きょうものはらで

122/ｻｸﾔ

てがでかこちゃん播磨国妖綺譚 F/ｳｴﾀﾞ

535/ﾔﾏﾀﾞ機械式時計大全

わたしたちはなぜ笑うのか 130/ﾅｶﾔ ブキャナン=スミスの斧本

翼の翼 F/ｱｻﾋ 言論統制というビジネス 070/ｻﾄﾐ

やまがみさまのきょだいべんとう
池井戸 潤∥著 佐久 協∥著

民王　シベリアの陰謀 F/ｲｹｲ なぜ中国人はそう考えるのか

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｵｵｸ

秋吉 理香子∥著 長田 年伸∥編

大串 ゆうじ∥[作]

527/ｽﾞｶｲ図解風の力で住まいを快適にする仕組み

朝比奈 あすか∥著 里見 脩∥著

ごみ収集とまちづくり 518/ﾌｼﾞｲ

藤井 誠一郎∥著
監禁 F/ｱｷﾖ 現代日本のブックデザイン史1996-2020 022/ｹﾞﾝﾀﾞ

図書館の本はみんなのものです

・本を汚さないようにご注意ください。

・傍線を引いたりページを切取ったりすることはやめましょう。

・返却期限を守ってご利用ください。



2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日

11 日 月 火 水 木 金 土 11 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 6 月 1 2 3 4 5 6
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28 29 30 28 29 30

休 館 中 の 図 書 の 返 却 に は 、 図 書 返 却 ポ ス ト を ご 利 用 く だ さ い

『サワー・ハート』
（933/ザンジ）

ジェニー・ザン∥著　　河出書房新社

その他の学習センター図書室は29日は開館

本館、西口・子どもライブラリー

　23日西口ライブラリー閉館・29日子どもライブラリー開館

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

岩波書店編集部∥編　　岩波書店
『我が山河　福島への憧憬』

（Ｋ291.２/コイズ）

小泉 武夫∥著　　福島民報社　　

『アカデミアを離れてみたら　～博士、道なき道をゆく～』

（407/アカデ） 郷 土 資 料

『慶長遣欧使節』 『ぼくらのスクープ』
（210.5/ササキ） （Y913/アカハ）

佐々木 徹∥著　　吉川弘文館 赤羽 じゅんこ∥著　　講談社

一 般 書 児 童 書

家族で中国からアメリカへ移住してきた少女たち

の7編の物語。ひとりは体の下でゴキブリが潰れて

いる部屋で寝起きし、ひとりは身勝手な言動に振り

回されながらも必死に母親に寄り添う…。

移民、貧困、差別、家族という変えがたい現実を、

希望と絶望を織り交ぜた少女たちの視点で描き出

しています。

小野町出身の著者による福島民報新聞の連載が本

になりました。福島県内を巡り、見聞きした歴史や景色、

郷土料理の感動をつづっています。福島市については、

城下町だった頃の様子や、花見山公園、幕滝、照南湖

などの景勝地を紹介。梁川町在住の酒井昌之さんによ

る素敵な挿絵も掲載されています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

慶長18（1613)年、伊達政宗の命により慶長遣欧使

節の一行がヨーロッパを目指して出航しました。様々な

人の思惑が交錯して生まれ、謎も多い慶長遣欧使節。

仙台市博物館の学芸員として市史編纂にたずさわった

著者が残された史料を丹念に読み解き、その全容に迫

ります。

理学博士がNHKの報道記者に、工学博士が指揮

者・作曲家に。「アカデミア」（ここでは大学などの学

術界）で研究員として働いていた２１人の博士たち

は、どのような事情で転職を決め、全く別の仕事を

選んだのか？ 今の仕事や、転職を考えている人へ

のアドバイス、新たな環境で見えてきたことを語り

５年生の井田敦也は、ある日やってもいないピンポ

ンダッシュの犯人にされてしまう。濡れ衣を晴らした

い彼は、変わり者の「魔王」を相棒に、真犯人を見つけ

て学級新聞で発表しようと考える。なかなか意見の合

わない２人。果たして、学級新聞を完成させられるの

か？！

11 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの赤ちゃんとご家族に、絵本が

1冊入ったブックスタートパックをプレゼントします。

母子手帳を持って福島市立図書館（本館）にご来館く

ださい。他の図書施設での受取については

図書館へお問い合わせください。


