
施設名 おはなし会名 対象年齢

１０月３・１０・

１７・２４・３１日

毎週土曜日

１０月４・１１・

１８・２５日

毎週日曜日

※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。

施設名 イベント名 会　　場

福島市立図書館

☎531-6551

内容：形態が大きかったり、特殊だったりと借りにくい、持ち運びにくい図書館資料を展示します。　

午前10時30分～

おはなしのにじ ４歳～小学生 １０月１７日（土） 午前10時30分～

おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで １０月２２日（木） 午前10時30分～

午前11時～

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～
福島市立図書館

おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで １０月２８日（水）

おはなし会プチ ４歳～小学生

読書週間企画展示

４歳～小学生 １０月３日（土）

おはなしロケット ４歳～小学生

１０月１８日（日）～１１月３日（火）
企画展示「規格外資料展～
扱いにくいけど借りられま

す」
３階会議室

開　催　期　間

午後3時10分～

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 １０月１０日（土） 午前10時30分～

☎531-6551

☎549-1821
おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで １０月２５日（日） 午前10時30分～

清水学習センター図書室 午後2時～

☎557-7400

おはなしポケット

おひざにだっこのおはなし会

４歳～小学生

～３歳まで

１０月１７日（土）

１０月１５日（木） 午前10時30分～

もちずり学習センター図書室

☎534-2470

おはなしバスケット

おひざにだっこのおはなし会

４歳～小学生

～３歳まで

１０月２４日（土）

１０月８日（木）

午後2時～

午前10時30分～

北信学習センター図書室

☎554-1115

飯坂学習センター図書室

☎542-2122

おはなしひろば

おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで １０月１５日（木） 午前10時30分～

１０月３日（土） 午前10時30分～

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

吾妻学習センター図書室

☎526-3353

子どもライブラリー

☎526-4200

松川学習センター図書室

☎567-2403

福島市松木町１番１号 電話 ５３１－６５５１

２０２０年
１０月号市立図書館広報



　

B80/ﾄﾓﾀﾞ

つれてこられただけなのに

524/ｱﾏﾓ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】
エネルギーの物語

朝井 まかて∥著 安藤 俊介∥著 みつま ともこ∥著

ガラス

サンティアゴ・H.アミゴレナ∥著

荻原 魚雷∥著 雨漏り110番グループ∥編著

501/ｳｴﾊﾞ

マイケル・E.ウェバー∥著

内なるゲットー 953/ｱﾐｺﾞ

中年の本棚 019/ｵｷﾞﾊ 雨漏り修理のプロが教える屋根・外壁のメンテナンス

573/ﾐﾂﾏ類 F/ｱｻｲ イライラに振り回されない7日間レッスン 141/ｱﾝﾄﾞ

サミュエル・バトラー∥著

碧海 寿広∥著

NHKスペシャル取材班∥著

F/ｷﾀﾞﾘ

品田 知美∥著

たっぷり入る!かぎ針編みのキューブ型ポーチ 594/ﾀﾂﾌﾟ

エレホン 933/ﾊﾞﾄﾗ

科学化する仏教 180/ｵｵﾐ

片桐 雅量∥著

なんでも自分で修理する本 597/ｶﾀｷﾞ

ボーン・クロックス 933/ﾐﾂﾁ

ガダルカナル悲劇の指揮官 210.7/ｶﾞﾀﾞﾙ

ミン・ジン・リー∥著

岡 典子∥著

ディック・レイア∥著海堂 尊∥著

小野寺 史宜∥著

恩田 陸∥著

農文協∥編

農家が教える天気を読む知恵とワザ 613/ﾉｳｶ

パチンコ　上・下 933/ﾘﾐﾝ

ナチスに抗った障害者 234/ｵｶﾉ

デイヴィッド・ミッチェル∥著

平松 洋子∥著

289/ﾀｶﾊ

青柳 碧人∥著

ザヒ・ハワス∥著 松島 憲一∥著

とうがらしの世界 617/ﾏﾂｼ

F/ｶｲﾄﾞ

F/ｵﾝﾀﾞ

F/ｵﾉﾃﾞ

あさの あつこ∥著

芦沢 央∥著

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 F/ｱｵﾔ

ツタンカーメン黄金の秘宝 242/ﾊﾜｽ

F/ｱｼｻﾞ

642/ﾋﾗﾏ

ハリネズミは月を見上げる F/ｱｻﾉ

アメリカが見た山本五十六　上・下 253/ﾚｲｱ

EC担当者の実務と知識がこれ1冊でしっかりわかる教科書 673/ｲｼﾀ

加納 朋子∥著 熊田 忠雄∥著 これから∥著

F/ｶﾉｳ サムライ留学生の恋 281/ｸﾏﾀﾞ

肉とすっぽん

F/ｽﾃｲ

F/ｽﾅｶ

織守 きょうや∥著

319/ｳｴｽ 

ステイホームの密室殺人

臆病な都市

空中写真歴史図鑑

冷戦　上・下

Skypeスマートガイド

F/ﾀｶﾔ

F/ﾄｵﾀﾞ

336/ｺﾔﾏ

小山 昇∥著

砂川 文次∥著 合田 道人∥著

辰巳 JUNK∥著高山 羽根子∥著

首里の馬

O.A.ウェスタッド∥著

Y95/ﾃｲｸ

ラグビー日本代表ONE TEAMの軌跡

好日絵巻

ジャン=クリストフ・ティクシエ∥作

遠田 潤子∥著 藤井 雄一郎∥著

783/ﾌｼﾞｲ338/ﾑﾗｶ

村上 世彰∥著

791/ﾓﾘｼ

森下 典子∥著

言語の起源 802/ｴﾍﾞﾚ

かきあげ家族 F/ﾅｶｼﾞ

テロリストの家 F/ﾅｶﾔ

361/ｵｵｼﾞ

中島 たい子∥著 大治 朋子∥著

中山 七里∥著 ダニエル・L.エヴェレット∥著 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ∥作

オンライン会議の教科書 809/ﾎﾘｷ
【　絵本・読み物以外の児童書　】

長浦 京∥著 橘木 俊詔∥著

中年格差

367/ｼﾅﾀﾞ

堀 公俊∥著

アンダードッグス F/ﾅｶﾞｳ

はやみね かおる∥著 前田 安正∥編著

マスコミ用語担当者がつくった使える!用字用語辞典 816/ﾏｽｺ京アニ事件

367/ﾀﾁﾊﾞ

令夢の世界はスリップする F/ﾊﾔﾐ

内海 健∥著 再チャレンジ東京∥企画　編集

368/ﾂｶﾞﾀ

津堅 信之∥著

夏の会∥編

夏の雲は忘れない金閣を焼かなければならぬ F/ﾐｼﾏ いじめ・自殺ストップ作文集 371/ｲｼﾞﾒ 911.5/ﾅﾂﾉ

椰月 美智子∥著 西川 純∥編著 青山 ゆみこ∥著

あんぱん ジャムパン クリームパン 914.6/ｱﾝﾊﾟ純喫茶パオーン F/ﾔｽﾞｷ 子どもが「学び合う」オンライン授業! 375/ﾆｼｶ

吉森 大祐∥著 武田 砂鉄∥著

わかりやすさの罪 914.6/ﾀｹﾀﾞぴりりと可楽! F/ﾖｼﾓ 妖しい戦国

東郷 隆∥著

388/ﾄｳｺﾞ

ケン・リュウ∥著 板倉 聖宣∥著 広岩 近広∥著

特攻と日本軍兵士 916/ﾄﾂｺ中国・SF・革命 908/ﾁﾕｳ なぜ学ぶのか 404/ｲﾀｸ

大村 平∥著

牧嶋 昭夫∥著

リチャード・M.ケイン∥著

イェイツとジョイスの時代のダブリン 930/ｹｲﾝ今日から使える微積分 413/ｵｵﾑ

12のヒントで学ぶ初心者のための俳画教室

都道府県別ご当地ソング大百科

アメリカン・セレブリティーズ

伊藤 青翔∥著

694/ｽｶｲ

724/ｲﾄｳ

770/ﾀﾂﾐ

767/ｺﾞｳﾀﾞ

リンクアップ∥著

工藤 孝文∥著

936/ﾗﾝﾄﾞ

ステファニー・ランド∥著

メイドの手帖

それでもあなたを「赦す」と言う 936/ﾎｽﾞｼﾞ

ジェニファー・ベリー・ホーズ∥著

はたらくホルモン 491/ｸﾄﾞｳ

世界一の巨大生物

西本 鶏介∥文　　星野　イクミ∥絵

E/ﾎｼﾉ

E/ｻﾙﾐ

アダム・ルービン∥作　　ダニエル・サルミエリ∥絵

ハイファイブ

Y913/ｷｳﾁ

木内 南緒∥作

E/ﾌｵｻ

マシュー・フォーサイス∥文と絵

E/ﾎｼﾞｽ

ダイアン・ホフマイアー∥文　　ジェシー・ホジスン／絵

ポッコとたいこ

トラといっしょに

【　読　み　物　】

AIロボット、ひと月貸します!

B44/ｸｽﾉ

楠 章子∥作

下中 菜穂∥著

山口 謠司∥監修

B49/ｽﾏﾎ

内海 裕美∥監修

B72/ｼﾓﾅこども文様じてん

スマホとゲーム障害

友だちに聞かせて怖がらせたい怪談

Y97/ﾌﾟﾘﾁ

花里 真希∥著

こどもSDGs

B46/ﾂﾚﾃ

小宮 輝之∥監修

秋山 宏次郎∥監修

B45/ﾏﾅﾍﾞ

真鍋 真∥著

恐竜学

星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之

Y913/ﾅｶｻﾞ

中澤 晶子∥作

福井 栄一∥訳著

Y93/ﾆﾙｾ

Y913/ﾊﾅｻﾞ

Y913/ﾒｲｻ

借りた本は、返却期限までに返しましょう！

あおいの世界

名作古典にでてくるさかなの不思議なむかしばなし

ぼくだけのぶちまけ日記

10分あったら…

やねうらべやのおばけ E/ｼｵﾀ

しおたに まみこ∥作

いろりからでてきたくろいて

西條 八十∥作 　 殿内　真帆∥絵

B33/ｺﾄﾞﾓ

【　絵　　　本　】

あいたいな E/ｱﾍﾞﾕ

阿部 結∥さく

ひょうたんとかえる E/ﾄﾉｳ

紙の心

スーザン・ニールセン∥作

ワタシゴト

村上世彰、高校生に投資を教える。

歪んだ正義

「母と息子」の日本論

イーモン・マッケイブ∥編著

グレイム・D.ラクストン∥著

田中 ひかる∥著

290/ｸｳﾁ

480/ﾗｸｽ

宇宙岩石入門 447/ﾏｷｼ 

明治を生きた男装の女医

雨の中の涙のように

僕の神さま

タクジョ!

スキマワラシ

コロナ黙示録

二百十番館にようこそ

対極

鬼田 隆治∥著

門外不出の経営ノート

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。



一　般　書 児　童　書
『大人は知らない今ない仕事図鑑100』

（３３４/カワイ） （Ｂ３６/オトナ）

　フィリピンに渡った日本人移民。その２世たちは、戦後の混 　AIやロボットに代替され、今後無くなる職業が出てくるかもし

乱と日本人への憎悪の中に取り残され、命の危険におびえな れない…！？その一方で、技術の発達によって今は無い新し

がら生きてきました。また、日本人である証明が困難なことか い職業も生まれてくるのではないだろうか。変化する社会から

ら、いまだ無国籍状態のままとなっています。国籍回復を望む 考えた「今ない仕事」とは一体どんなものでしょう？

残留日本人の声と、サポートに尽力するNPOの活動を紹介し

ます。　

郷　土　資　料

『カモノハシの博物誌　ふしぎな哺乳類の進化と発見の物語』 『慶應四戊辰日記』

（４８９/アサハ） （Ｋ２１２/６ケイオ）

　カモのような嘴に、手足には水かきをもつ哺乳類カモノハシ。　 　現・浅川町に住み、庄屋を務めた松浦孝右衛門が書いた

　発見された当初、別の動物をつなぎ合わせた偽物だと疑わ 日記を現代語に訳しました。１８６８（慶応4）から１８６９（明治2）

れ、「つじつまのあわないもの」とまで名づけられたそうです。 までの庶民の日常が綴られています。会津以外での戊辰戦争

　そんなカモノハシのふしぎな生態、進化と研究の歴史、発見 下の状況を知ることができる貴重な記録です。第43回福島民

されてからの人間とのかかわりをまとめた日本初のカモノハシ 報出版文化賞正賞を受賞しています。

専門書です。

『舎弟たちの世界史』

（９２９/イギホ）

 チョンドゥファン

　舞台は１９８０年代、全斗煥政権による過激な赤狩りが横行

していた時代の韓国。主人公のタクシー運転手ナ・ボンマン

は、警察の単純なミスが原因で生涯追われる身となってしま

います。実在の事件をもとに、罪なき人々が国家に翻弄された

不条理な人生を軽妙なタッチで描いた作品です。

河合 弘之／著　　猪俣 典弘／著　　ころから

石川町立歴史民俗資料館／編集・発行

澤井 智毅／監修　　講談社

『ハポンを取り戻す』

浅原正和／著　　技術評論社

イ・ギホ/著　　小西 直子/訳　　新泉社

 

～ブックスタートのご案内～ 

 福島市にお住まいの 4 か月になったあかちゃんと

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。 

プレゼント絵本のタイトルは図書館ホームページで

紹介しています。 

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。

   

2020年 印の日は休館日 2020年

10 日 月 火 水 木 金 土 10 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 月 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

１０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

◆子どもライブラリー、その他の学習センター図書室は、１０月３０日（金）
は開館しております。信陵学習センターは、文化祭開催により、１０月３日
（土）４日（日）は図書室の利用ができません。


