
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。

※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。

西口ライブラリー 朗読会

ことのはの時間（とき）
９月１１日（土）
午後２時３０分～３時

無料
職員による朗読会です。
・申込：不要　　・対象：大人（定員15名）

☎525-4023

福島市立図書館 ふくよみの日

本を借りようキャンペーン
９月２４日（金） 無料

本を借りた方に読書手帳をプレゼント
します。
・対象：小学生以下☎５３１－６５５１

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
９月２４日（金）
開館時間中

無料
本を借りた利用者に「カラフルミサンガ」を
プレゼントします。
・対象：小学生まで

☎５２６－４２００

松川学習センター図書室
大人が楽しむ絵本の時間 ９月２４日（金）

午前１０時～１２時
無料

大人の方に向けた、絵本の読み聞かせを行います。

・定員：２０名（先着順）
・９月３日（金）午前９時３０分より松川学習セン
ター図書室で申込受付（電話可）☎567‐2403

午前１０時３０分～

９月２日（木） 午前10時30分～

吾妻学習センター図書室 おはなしのにじ 4歳～小学生 ９月１１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 ９月１７日（金） 午前10時30分～

　この本よんで！
　　ふくよみ隊

9月24日（金）
  午前１０時～正午
午後2時～４時

無料

ふくよみ隊が、あなたの好きな本の読み聞
かせをしてくれます。
・場所：市立図書館１階
・対象：幼児・児童・保護者☎５３１－６５５１

９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 ９月１日(水) 午前10時30分～

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 ９月４日（土） 午前11時～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会スペシャル ～3歳まで ９月９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

９月４日（土）

市立図書館広報 2021年
９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 ９月１１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
９月４・１１・１８・２５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～９月１６日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ９月２６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 ９月１８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 ９月１６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 ９月２５日（土） 午後2時～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ９月１日（水） 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

福島市立図書館

子どもライブラリー おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ９月２（木）・１９日（日） 午前11時～

☎526-4200 おはなし会プチ 4歳～小学生 ９月５・１２・２５・２６日 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

追記：まん延防止等重点措置により９月３０日までのイベントは中止になります



　

はじめてでもよくわかる!図面の描き方 501/ｲｲｼﾞ

飯島 晃良∥著
白光 F/ｱｻｲ オンラインコミュニケーション講座 007/ﾔﾏｻﾞ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ﾅｶﾞｸ

朝井 まかて∥著 山崎 紅∥著

長倉 洋海∥著

519/ｶﾎﾞﾝカーボンZERO気候変動経営
石沢 麻依∥著 岩内 章太郎∥著

貝に続く場所にて F/ｲｼｻﾞ <普遍性>をつくる哲学 116/ｲﾜｳ

学校が大好きアクバルくん
海音寺 潮五郎∥著 安藤 俊介∥著

聖徳太子と蘇我入鹿 F/ｶｲｵ 怒れる老人 143/ｱﾝﾄﾞ

とうもろこしぬぐぞう亜ノ国ヘ F/ｶｼﾜ

527/ﾌﾙｶ木の家に住もう。

よくわかる一神教 162/ｻﾄｳ よくわかる最新半導体の基本と仕組み E/ﾊﾗｼ

E/ﾎﾘｶ

こが ようこ∥構成・ことば　馬場 のぼる∥絵

549/ﾆｼｸ

はらしま まみ∥作・絵

水族館

柏葉 幸子∥著 佐藤 賢一∥著

ほりかわ あやこ∥作

588/ｺｸﾎﾞ現場で役立つ食品微生物Q&A
京極 夏彦∥著 武内 孝善∥監修

594/ﾐｽﾞﾉ

くまごろうとちゅうたのあそびえほん E/ﾊﾞﾊﾞﾉ遠(とおくの)巷説百物語 F/ｷﾖｳ 弘法大師の世界 188/ｸｳｶ

シン・ソンミ∥絵・文

611/ｵﾘｶ農家の未来はマーケティング思考にある

最後の挨拶 F/ｺﾊﾞﾔ

小林 エリカ∥著
年輪で読む世界史 202/ﾄﾛｴ

スパーキーとスパイク婿どの相逢席 F/ｻｲｼﾞ 図説鎌倉幕府 210.4/ﾀﾅｶ

リュック作り教室
バレリー・トロエ∥著

真夜中のちいさなようせい E/ｼﾝｿ

E/ｱﾝﾄﾞ

西條 奈加∥著 田中 大喜∥編著 バーバラ・ロウエル∥文　ダン・アンドレイアセン∥絵

0

エイナット・ツァルファティ∥作

612/ﾋﾄﾄ人と食材と東北と一夜の夢 F/ｻｴｷ ロシア文化55のキーワード 238/ﾛｼｱ

すなのおしろ E/ﾂｱﾙ

佐原 ひかり∥著 鈴木 佐∥編著

新井 けいこ∥著

佐伯 泰英∥著 沼野 充義∥ほか編著
ブラザーズ・ブラジャー F/ｻﾊﾗ 千葉一族の歴史 288/ｽｽﾞｷ

ありがとう
島口 大樹∥著 エディ・ジェイク∥著

いまた あきこ∥作

鳥がぼくらは祈り F/ｼﾏｸﾞ 世界でいちばん幸せな男 289/ｼﾞｴｲ

となりの正面 Y913/ｱﾗｲ

726/ﾀﾊﾞﾀ

小路 幸也∥著 作田 龍昭∥著

斉藤 洋∥作

明日は結婚式 F/ｼﾖｳ 地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 291/ｻｸﾀ

きっと、大丈夫 Y913/ｲﾏﾀ水たまりで息をする F/ﾀｶｾ 北極探検隊の謎を追って 297/ｳｽﾏ

かげろうのむこうで Y913/ｻｲﾄ

Y913/ﾑﾗｶ

高瀬 隼子∥著 ベア・ウースマ∥著
リスク大全 301/ﾌｶﾂ

村上 しいこ∥作

779/ｶﾅﾗ必ず成功する激ウケ!マジック
田中 経一∥著 深津 嘉成∥著

フィリップ・M.シャーロック∥再話

780/ﾀｶﾊベスト・パフォーマンスを引き出すコーチ力

なりたくて妖精になったわけじゃない F/ﾀﾅｶ

みんなのためいき図鑑
堂場 瞬一∥著 イワン・クラステフ、スティーヴン・ホームズ∥著

アダム・ストーワー∥作

788/ｸﾞﾝﾄﾞ衝撃の彼方ディープインパクト

大連合 F/ﾄﾞｳﾊﾞ 模倣の罠 319/ｸﾗｽ

クモのアナンシ万事快調(オール・グリーンズ) F/ﾅﾐｷ ラストエンペラー習近平 319/ﾙﾂﾄ

森の王さまキング・クー
波木 銅∥著

Y93/ｽﾄﾜ

Y93/ｼﾔﾛ

カランヂル駅 326/ﾊﾞﾚﾗ

ミシシッピ冒険記 Y97/ﾓﾛｼﾞ

エドワード・ルトワック∥著
909/ｻｲﾄ挑発する少女小説

910.2/ﾎｼﾐ

DK社∥編

三国 美千子∥著 ドラウジオ・ヴァレーラ∥著
ミラーワールド F/ﾔｽﾞｷ マチズモを削り取れ 367/ﾀｹﾀﾞ

食卓で読む一句、二句。 911.3/ﾅﾂｲ

ダヴィデ・モロジノット∥著

B28/ｲﾜｻ

吉田 篤弘∥著 一ノ瀬 正樹∥著

岩貞 るみこ∥文

それでも世界は回っている F/ﾖｼﾀﾞ いのちとリスクの哲学 369/ｲﾁﾉ

博物館のバックヤードを探検しよう! B06/ﾊｸﾌﾞ

お仕事図鑑300 B36/ｵｼｺﾞ

李 琴峰∥著 三舟 隆之・馬場 基∥編

16歳の仕事塾∥監修

彼岸花が咲く島 F/ﾘｺﾄ 古代の食を再現する 383/ｺﾀﾞｲ

世界でいちばん優しいロボット

シルクロード

心経 923/ｲｴﾝ 地図とデータで見る軍事戦略の世界ハンドブック 392/ﾁｽﾞﾄ

高畑 好秀∥著

椰月 美智子∥著 武田 砂鉄∥著

骨を撫でる F/ﾐｸﾆ

ハヨンガ 929/ﾁﾖﾝ 宇宙人と出会う前に読む本 404/ﾀｶﾐ

斎藤 美奈子∥著

軍土門 隼夫∥著

森沢 明夫∥著閻 連科∥著 ブルーノ・テルトレ∥編
915.6/ｱﾍﾞﾘ

チョン・ミギョン∥著 高水 裕一∥著

新開 孝∥写真・文

916/ｺﾞｼﾖ薬を食う女たち
安部 龍太郎∥著

火星は… B44/ｽﾚﾄﾞ

スザンヌ・スレード∥文
ボドキン家の強運 933/ｳﾂﾄﾞ 文系のためのめっちゃやさしい虚数 412/ﾌﾞﾝｹ

西久保 靖彦∥著

小久保 彌太郎∥編著

水野 佳子∥著

折笠 俊輔∥著

Billy∥監修

轟 千尋∥編著

746/ｺﾞﾌﾟﾛ

P.G.ウッドハウス∥著 山本 昌宏∥監修

高橋 恵美子∥著

929/ｶﾝｺ韓国文学ガイドブック
五所 純子∥著

子育てがんばる、カメムシのおかあさん B48/ｼﾝｶ最後のユダヤ人 933/ｺﾞﾄﾞﾝ 鉱物分類図鑑323 459/ｱｵｷ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

EYストラテジー・アンド・コンサルティング∥編

古川 泰司、アラタ・クールハンド∥著

673/ﾎｳﾓ訪問理美容スタートBOOK

日本全国鉄道旅行 B68/ﾆﾂﾎﾟ

ノア・ゴードン∥著 青木 正博∥著

0

930/ｸｲﾝエラリー・クイーン創作の秘密
黒あんず∥監修

はじめてのおさいほうBOOK B59/ﾀｶﾊ行く、行った、行ってしまった 943/ｴﾙﾍﾟ ウミガメは100キロ沖で恋をする 487/ｽｶﾞﾇ

ランボーはなぜ詩を棄てたのか 951/ﾗﾝﾎﾞ

ジェニー・エルペンベック∥著 菅沼 弘行∥著 ジョゼフ・グッドリッチ∥編

奥本 大三郎∥著
ベケット氏の最期の時間 953/ﾍﾞｽﾘ 「死にたい」の根っこには自己否定感がありました。 493/ｻｷｾ

マイリス・ベスリー∥著 咲 セリ・咲生 和臣∥著

GoPro 100%活用ガイド

761/ﾄﾄﾞﾛいちばん親切な音楽記号用語事典

全国福祉理美容師養成協会∥編著

田畑 精一∥〔述〕

ナイスク∥著

ようこそ地獄、奇妙な地獄

914.6/ﾊｼﾀﾞ渡る世間にやじ馬ばあさん

914.6/ﾓﾘｻごきげんな散歩道

夏井 いつき・ローゼン 千津∥著

星 瑞穂∥著

橋田 壽賀子∥著

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

9 日 月 火 水 木 金 土 9 日 月 火 水 木 金 土
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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

『フィールド言語学者、巣ごもる。』
（８０４/ヨシオ）

吉岡 乾∥著　　創元社

その他の学習センター図書室は30日は開館

本館、西口・子どもライブラリー

　子どもライブラリーは30日は開館

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

阿部 了∥写真　阿部直美∥文　　交通新聞社
『人は死んだらどこへ行けばいいのか』

（Ｋ３８５/サトウ）

佐藤 弘夫∥著　　興山舎

徳間書店

『東京商店夫婦』
（６７２/アベサ） 郷 土 資 料

『納豆の食文化誌』 『ぼくの弱虫をなおすには』
（383/ヨコヤ） （Y９３/ゴイン）

横山 智∥著　　農山漁村文化協会 K.L.ゴーイング∥作　久保 陽子∥訳

一 般 書 児 童 書

巣ごもり中のフィールド言語学者が、日々のあれ

これを言語学の視点から語ります。リモートでコワー

ル語の研究をしたり、動画の字幕について言及したり

と、その対象は多岐にわたります。著者による注釈も

見どころの一つです。言語学への興味が深まる一冊

です。

人は太古の昔から死者を悼み、祈りを捧げてきまし

た。しかし中世までは人の名前が刻まれた墓は存在せ

ず、現在のような墓が出来たのは近世からです。著者

は全国の寺院を訪ね、時代と共に変化してきた供養の

形と死生観をたどっていきます。佐藤継信・忠信の墓

所として飯坂の医王寺が紹介されています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

納豆といえば「日本固有の食文化」という印象があり

ますが、実は韓国やミャンマーなど、アジアの様々な地

域で作られています。著者による現地調査の結果や

データをもとに、納豆の奥深い世界を伝えます。納豆の

基礎知識はもちろん、アジアのソウルフードとしての納

豆の魅力を知ることができます。

「お弁当ハンター」として知られる写真家の夫とラ

イターの妻が、“夫婦で同じ仕事をしている人たち”

に焦点を当てて取材したものをまとめました。パン

屋を営む若い夫婦や、文房具屋の熟年夫婦、肉屋の

国際結婚夫婦など、４０組の写真とインタビューのほ

か、エッセイも４編収録されています。

ゲイブリエルは、いじめっ子と一緒になるのがこわく

て進級したくありません。そこで親友のフリータは、こ

わいものを克服して強くなる作戦を立てますが、ふと

したきっかけで雲行きが怪しくなってしまいます。１９

７６年のアメリカを舞台に、いじめと人種差別問題を絡

めながら、少年の成長を描いた作品です。

～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。

9 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー


