
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。

市立図書館広報
福島市松木町１－１　電話５３１－６５５１

2021年
1月号

☎526-4200

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月28日（木） 午前10時30分～

おはなし会プチ 4才～小学生
1月10・17・24・31日

毎週日曜日

子どもライブラリー
午後3時10分～

☎567-2403 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば 4歳～小学生 1月10日（日） 午前11時～

◆みなさんのおすすめの本を図書館
にある用紙に書いて教えてください。
書いてもらった用紙は図書館に展示し
ます。参加者にはプレゼントもありま
す。
◆対象：小学生まで

※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。
　また、参加者が多い場合には、入場の制限または回を分けて行う場合があります。

☎526-4200

講座・イベント

施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

子どもライブラリー
ライブラリーじゃんけん

～冬のまき～

12月23日（水）
～1月10日（日）

開館時間中
無料

◆本を借りて､カウンターでじゃんけん
勝負！勝っても負けてもすてきな景品
がもらえます。

飯坂学習センター図書室

子どもと楽しむ
てあそび・わらべうた

2月18日（木）
午前10時30分
～11時20分

無料

◆てあそび・わらべうたで子どもとふ
れあいます。
◆対象：0歳～幼稚園入園前の乳幼児
と保護者（先着7組）
◆1月6日（水）より飯坂学習センター
で申し込み受付（電話可)☎542-2122

福島市立図書館

おしえて！
きみのおすすめ本

開催・募集期間
1月4日（月）

～2月28日（日）
開館時間中

無料

☎531-6551

1月7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 1月16日（土） 午前10時30分～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月14日（木） 午前10時30分～

松川学習センター図書室 おはなしロケット 4歳～小学生 1月9日（土） 午前10時30分～

北信学習センター図書室 おはなしのとびら 4歳～小学生 1月9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 1月6日(水) 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 1月23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 1月14日（木） 午前10時30分～

図書館のおはなし会

施設名 おはなし会名 開　催　日　時

福島市立図書館
どようびのおはなし会 4歳～小学生

１月９・１６・２３・３０日
午後2時～

☎531-6551

おひざにだっこのおはなし会 1月17日（日） 午前11時～

毎週土曜日

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 1月9日(土) 午前10時30分～

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月24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 1月16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 1月21日（木） 午前10時30分～



　

まるごとこままわし教室 B75/ﾏﾙｺﾞ

マルク・デュガン∥著 川端 裕人∥著 ヴァネッサ・スプリンゴラ∥著 日本こままわし協会∥著
透明性 953/ﾃﾞﾕｶﾞ 「色のふしぎ」と不思議な社会 496/ｶﾜﾊﾞ 同意 956/ｽﾌﾟﾘ

納豆の本 B61/ﾅﾂﾄ

コルソン・ホワイトヘッド∥著 関谷 秀子∥著 あべ レギーネ∥著 全国納豆協同組合連合会∥総監修
ニッケル・ボーイズ 933/ﾎﾜｲ 思春期に心が折れた時親がすべきこと 493/ｾｷﾔ ぼーっとすると、よく見える 916/ｱﾍﾞﾚ

クジラが歩いていたころ B45/ﾃﾞｲｸ

ジョン・ファンテ∥著 永宗 喜三郎∥編 東田 直樹∥著 ドゥーガル・ディクソン∥作
ロサンゼルスへの道 933/ﾌｱﾝ 寄生虫のはなし 491/ｷｾｲ 世界は思考で変えられる 914.6/ﾋｶﾞｼ

子どもを守る言葉『同意』って何? B36/ﾌﾞﾗｲ

J.R.R.トールキン∥著 鈴木 洋一郎∥著 熊谷 達也∥著 レイチェル・ブライアン∥作
ベレンとルーシエン 933/ﾄﾙｷ 見えない宇宙の正体 443/ｽｽﾞｷ いつもの明日 914.6/ｸﾏｶﾞ

世界のすごい女子伝記 B28/ﾊﾘｶﾞ

スティーヴン・キング∥著 ジョエル・レビー∥著 川上 弘美∥著 キャスリン・ハリガン∥文
眠れる美女たち 933/ｷﾝｸﾞ 化学が好きになる数の物語100話 430 /ﾚﾋﾞｼﾞ わたしの好きな季語 911.3/ｶﾜｶ

世界の神話と英雄大図鑑 B16/ｳｲﾙ

アフマド・サアダーウィー∥著 神内 聡∥[著] Pippo∥編 フィリップ・ウィルキンソン∥著
バグダードのフランケンシュタイン 929/ｻｱﾀﾞ 学校弁護士 374/ｼﾞﾝﾅ 一篇の詩に出会った話 911.0/ｲﾂﾍﾟ

見たい!知りたい!博物館はうら側もすごい! B06/ﾐﾀｲ

吉田 篤弘∥文と絵 リディア・パイン∥著 石川 肇∥著 斎藤 靖二∥監修

【　絵本・読み物以外の児童書　】
山崎 ナオコーラ∥著 黒川 伊保子∥著 三浦 しをん∥著

ぐっどいゔにんぐ F/ﾖｼﾀﾞ ホンモノの偽物 368/ﾊﾟｲﾝ 競馬にみる日本文化 910.2/ｲｼｶ

肉体のジェンダーを笑うな F/ﾔﾏｻﾞ 家族のトリセツ 367/ｸﾛｶ マナーはいらない 901/ﾐｳﾗ

ぼくの犬スーザン Y93/ﾃﾞｲﾋﾞ

真梨 幸子∥著 バウンド∥著 林 剛司∥著 ニコラ・デイビス∥文
聖女か悪女 F/ﾏﾘﾕ    SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかりわかる教科書 335/ｴｽﾃﾞ 中学英語から始める洋書の世界 830/ﾊﾔｼ

雪山のエンジェル Y93/ｾﾝﾄ   

葉真中 顕∥著 野口 悠紀雄∥著 トレヴァー・コックス∥著 ローレン・セントジョン∥作
そして、海の泡になる F/ﾊﾏﾅ 経験なき経済危機 332/ﾉｸﾞﾁ コンピューターは人のように話せるか? 801/ｺﾂｸ

ブラックホールの飼い方 Y93/ｸｴﾊﾞ  

寺地 はるな∥著 片山 善博∥著 末續 慎吾∥著 ミシェル・クエヴァス∥作
どうしてわたしはあの子じゃないの F/ﾃﾗﾁ 知事の真贋 318/ｶﾀﾔ 自由。 782/ｽｴﾂ

あしたのことば Y913/ﾓﾘｴ 

そえだ 信∥著 ジョン・ボルトン∥著 行川 和彦∥著 森 絵都∥作
地べたを旅立つ F/ｿｴﾀﾞ    ジョン・ボルトン回顧録 312/ﾎﾞﾙﾄ メタルとパンクの相関関係 764/ﾅﾒｶ 

世界とキレル Y913/ｻﾄｳ

坂岡 真∥著 ブレイディみかこ∥著 Cha Tea紅茶教室∥著 佐藤 まどか∥著
絶局 F/ｻｶｵ ブロークン・ブリテンに聞け 302/ﾌﾞﾚｲ 図説英国美しい陶磁器の世界 751/ｽﾞｾﾂ

へんくつさんのお茶会 Y913/ｸｽﾉ

車 浮代∥著 春間 豪太郎∥著 浅田 政志∥著 楠 章子∥作
天涯の海 F/ｸﾙﾏ 草原の国キルギスで勇者になった男 292/ﾊﾙﾏ 浅田撮影局 748/ｱｻﾀﾞ   

見た目レンタルショップ 化けの皮 Y913/ｲｼｶ 

久坂部 羊∥著 トラビス・エルボラフ∥著 ニコル・クーリッジ・ルーマニエール∥編 石川 宏千花∥著

【　読　み　物　】
北原 一∥著 西 和彦∥著 原 武史∥著

善医の罪 F/ｸｻｶ あの場所の意外な起源 290/ｴﾙﾎﾞ マンガ! 726/ﾏﾝｶﾞ   

ふたり、この夜と息をして F/ｷﾀﾊ 反省記 289/ﾆｼｶ  「線」の思考 686/ﾊﾗﾀ  

ごめんなさい!だいじょうぶ! E/ｽﾛﾎﾞ 

北野 武∥著 エマニュエル・ド・ヴァリクール∥著 ベンチャーサポート法律事務所∥著 ルイス・スロボドキン∥さく
浅草迄 F/ｷﾀﾉ  マリー・アントワネットと5人の男 283/ﾊﾞﾘｸ 交通事故の被害者になったら読む本 681/ｺｳﾂ

迷子の魂 E/ｺﾝｾ

角田 光代∥著 ピーター・フランコパン∥著 宮崎 正勝∥著 オルガ・トカルチュク∥文　ヨアンナ・コンセホ∥絵 
銀の夜 F/ｶｸﾀ シルクロード全史 220/ﾌﾗﾝ 商業から読み解く「新」世界史 672/ﾐﾔｻﾞ 

アンデルセンの夢の旅 E/ｶｽﾃ

井上 雅彦∥著 貴志 謙介∥著 ハインツ・ヤーニッシュ∥文　マーヤ・カステリック∥絵

ファーブル君の妖精図鑑 F/ｲﾉｳ 1964東京ブラックホール 210.7/ｷｼｹ   まるごと楽しむオリーブの本 617/ｵｶｲ  

ミツバチたち E/ｱｾﾉ

乾 ルカ∥著 木村 幸比古∥監修 藤崎 幸子∥著 カーステン・ホール∥文　イザベル・アルスノー∥絵
龍神の子どもたち F/ｲﾇｲ 地図でスッと頭に入る幕末・維新 210.5/ﾁｽﾞﾃﾞ 知らなきゃ損する新農家の相続税 611/ﾌｼﾞｻ

ポラーノの広場 E/ﾐﾔｺ

天野 純希∥著 黒田 基樹∥著 山岸 一茂∥著 宮沢 賢治∥作　みやこし あきこ∥絵
乱都 F/ｱﾏﾉ 戦国北条家の判子行政 210.4/ｸﾛﾀﾞ 「だし」でおいしい健康レシピ 596/ﾀﾞｼﾃﾞ

しあわせなクレヨン E/ﾏﾙﾔ

朝井 リョウ∥著 松島 龍戒∥監修 丸山 陽子∥作
スター F/ｱｻｲ ご利益別仏像おまいり入門 186/ｺﾞﾘﾔ かぎ針で編む四季の行事あみぐるみ 594/ｶｷﾞﾊﾞ

ながいながいねこのおかあさん E/ﾋｸﾞﾁ

青山 文平∥著 下重 暁子∥著 新名 史典∥編著 キューライス∥ぶん　ヒグチ ユウコ∥え

【　絵　　　本　】
青山 美智子∥著 伊藤 亜紗∥著 I O編集部∥編集

江戸染まぬ F/ｱｵﾔ 自分勝手で生きなさい 159/ｼﾓｼﾞ  洗浄と殺菌のはなし 576/ｼﾝﾐ

相場 英雄∥著 コリン・ソルター∥著 中山 裕木子∥著
お探し物は図書室まで F/ｱｵﾔ 手の倫理 141/ｲﾄｳ 超カンタン!今どきの自作PC 548/ﾁﾖｳ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】 【　一　般　書　】

アンダークラス F/ｱｲﾊﾞ 世界で読み継がれる子どもの本100 019/ｿﾙﾀ 技術英語の基本を学ぶ例文300 507/ﾅｶﾔ

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、ページを切り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。



（2・3日は17時閉館）

2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日

1 日 月 火 水 木 金 土 1 日 月 火 水 木 金 土
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子どもライブラリーは2・3・29日は開館

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
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

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

藤井 幹∥著　文一総合出版
『古関金子　豊橋生まれの声楽家・古関裕而の妻』

（Ｋ762/コセキ）

岩瀬 彰利∥編著　古関正裕∥監修　豊川堂

『きらめく共和国』
（963/バルバ）

アンドレス・バルバ∥著　宇野 和美∥訳　東京創元社

『羽根識別マニュアル』
（488/フジイ） 郷 土 資 料

『知っておきたい日本の宗教』 『レミーさんのひきだし』
（162/シッテ） （Ｅ/クラハ）

岩田 文昭∥編著　ミネルヴァ書房 齋藤 倫∥作　うきまる∥作　くらはし れい ∥絵　小学館

一 般 書 児 童 書

突如、街に現れた32人の子どもたちは物乞いや強

奪を繰り返し、ついには殺人を犯します。無邪気さと残

酷さを同居させ、理解不能な言葉を話す子どもたち。

大人たちの間に不安が広がりますが、彼らは最期に凄

惨な結末を迎えます。事件の全容を22年後の視点か

ら語った長編小説。スペインの文学賞エラルデ賞受賞

作品です。

古関裕而の妻・金子は、結婚後に帝国音楽学校へ編

入し声楽を本格的に学び始めました。声楽家としての

才能を認められた彼女は、内山金子の名で４枚のレコ

ードを出していたことが確認されています。オペラに

出演し、トリを務めたこともありました。あまり知られ

ていない金子の実像に迫ります。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの4か月になった赤ちゃんとご家

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。他の図書館施設での

受取については図書館へお問い合わせ

ください。

日本人の多くは「自分は無宗教」だと考えています。

しかし神社やお寺などの宗教施設は私たちのごく身近

にあり、大勢の人がお正月には初詣へ、お盆には墓参

りへ出かけます。日本の宗教について知り、自分の国

の文化をより深く理解できるようになる宗教学の入門

書です。

街中で拾った羽根が、どの鳥のものか知りたくはあ

りませんか？ 形や色といった特徴からＹｅｓ／Ｎｏで

答えていくチャート、似ている羽を並べた図鑑、顕微

鏡を使った識別法の3種類の識別方法を紹介してい

ます。じっくり観察することで、色彩だけではなく、造

形の美しさも見えてきます。

レミーさんはあきびんやリボンがあると、また使うと

きがくるまでひきだしの中にしまっておきます。ひき

だしにしまわれた茶色のこばこは、なかなか使われず

不安になりますが…。大切に使われる「もの」たちをと

おして、人の優しさが伝わってくる絵本です。

1月の開館カレンダー


