
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。

おひざにだっこのおはなし会 ２月２１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 ２月１３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 ２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 ２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 ２月１８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

２月６・１３・２０・２７日
午後2時～

☎531-6551

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 ２月２７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 ２月４日（木） 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 ２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 ２月３日(水) 午前10時30分～

２月４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 ２月２０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 ２月４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 ２月６日（土） 午前10時30分～

◆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。

☎534-2470

講座・イベント

施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

もちずり学習センター図書室

親子で楽しむ
リトミック講座

２月２８日（日）
午前１０時３０分
～１１時３０分

無料

◆音楽で子どもの豊かな感性や個性
を伸ばすリトミックを親子で楽しみま
す。
◆対象：幼児と保護者１０組（先着順）
◆２月６日（土）より、もちずり学習セン
ターで申し込み受付（電話可）

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

市立図書館広報
福島市松木町１－１　電話５３１－６５５１

2021年
２月号

☎526-4200

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ２月２５日（木） 午前10時30分～

おはなし会プチ 4才～小学生
2月7・14・21・28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 ２月６日（土） 午前11時～



　

システムのはなし 501/ｵｵﾑ

大村 平∥著

観月 F/ｱｿｳ 仮想化&コンテナがこれ1冊でしっかりわかる教科書 007/ｲｶﾗ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｵｶﾞﾜ

麻生 幾∥著 五十嵐 貴之∥著

やづき みちこ∥文　小川 かなこ∥絵

541/ﾌｸﾀﾞトコトンやさしい電線・ケーブルの本

新 胡桃∥著 マーカス・デュ・ソートイ∥著

星に帰れよ F/ｱﾗﾀ レンブラントの身震い 007/ﾃﾞﾕｿ

ペーとぼく

内館 牧子∥著 若狭 直道∥著

今度生まれたら F/ｳﾁﾀﾞ よくわかる最新量子技術の基本と仕組み 007/ﾜｶｻ

ゆうこさんのルーペコロナと潜水服 F/ｵｸﾀﾞ

578/ﾆｼｵ身近なプラスチックがわかる

自由意志の向こう側 113/ｷｼﾞﾏ リメイクしたらオンリーワンができました。 E/ﾀﾔﾐ

E/ﾔﾉｱ

ひらぎ みつえ∥作

593/ﾂﾀﾞﾗ

多屋 光孫∥文・絵

みかんおいしくなーれ

奥田 英朗∥著 木島 泰三∥著

矢野 アケミ∥さく

596/ｸｵﾝきょうの肴なに食べよう?

香月 夕花∥著 L.ウィトゲンシュタイン∥著

611/ｼﾗﾅ

ひきだしマンションとおてがみちゃん E/ﾋﾗｷﾞ見えない星に耳を澄ませて F/ｶﾂｷ 哲学探究 134/ﾋﾞﾄｹﾞ

エミリー・ハワース=ブース∥さく

616/ﾌｼﾞﾜ人として生まれたからには、一度は田植えをしてから死のうと決めていました。

彼女のスマホがつながらない F/ｼｶﾞｱ

志駕 晃∥著

旅する神々 172/ｶﾝｻﾞ

おともだちになってくれる?ミッドナイト F/ｼﾊﾞﾀ 歴史を活かす力 204/ﾃﾞｸﾞﾁ

知らなきゃ損する新農家の税金

神崎 宣武∥著

くらやみきんしの国 E/ﾊﾜｽ

E/ｼﾞｴﾗ

柴田 哲孝∥著 出口 治明∥著 サム・マクブラットニィ∥ぶん　アニタ・ジェラーム∥え

中村 昌典∥著

ウティヒャ・マルモン∥さく　アン＝カトリン・ベール∥え

673/ﾅｶﾑコンビニはどうなるSeven Stories F/ｾﾌﾞﾝ ものがたる近世琉球 219.9/ｲｼｲ

あるひとつぜんおねえちゃん E/ﾍﾞﾙｱ

仙川 環∥著 ジェイムズ・ワイリー∥著

大川 久乃∥作

糸井 重里∥著 石井 龍太∥著

処方箋のないクリニック F/ｾﾝｶ ナチの妻たち 234/ﾜｲﾘ

空港の解体新書

辻堂 ゆめ∥著 浅見 雅男∥著

佐和 みずえ∥作

十の輪をくぐる F/ﾂｼﾞﾄﾞ 明治天皇はシャンパンがお好き 281/ｱｻﾐ

おはなしごほん Y913/ｵｵｶ

687/ｸｳｺ

阿木 慎太郎∥著 石川 直樹∥著

日本児童文芸家協会∥編

ピグマリオンの涙 F/ｱｷﾞｼ 地上に星座をつくる 290/ｲｼｶ

江戸の空見師 嵐太郎 Y913/ｻﾜﾐ火喰鳥を、喰う F/ﾊﾗｺ 世界ヤバすぎ!危険地帯の歩き方 290/ﾏﾙﾔ

謎解きホームルーム Y913/ﾅｿﾞﾄ

Y913/ﾌｸﾀﾞ

原 浩∥著 丸山 ゴンザレス∥著

ゆがめられた目標管理 336/ｲﾁｸ

福田 岩緒∥作・絵

762/ｼｺｳ至高の指揮者たち

東野 圭吾∥著 一倉 定∥著

デイヴィッド・ウォリアムズ∥作

786/ﾛｸｼﾞ60歳からが楽しい自転車趣味人

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 F/ﾋｶﾞｼ

しゅくだいなかなおり

久永 実木彦∥著 高見 知英∥著

ヒラリー・マッカイ∥作

798/ﾛｸｼﾞ60分でわかる!eスポーツ最前線

七十四秒の旋律と孤独 F/ﾋｻﾅ はじめてのMicrosoft 365 Teams 336/ﾀｶﾐ

ミッドナイトギャングの世界へようこそさようならアルルカン/白い少女たち F/ﾋﾑﾛ 基礎からのIT担当者リテラシー 336/ﾖｼﾀﾞ

ルーパートのいた夏

氷室 冴子∥著

Y93/ﾏﾂｶ

Y93/ｳｵﾘ

非国民な女たち 367/ｲｲﾀﾞ

イッカボッグ Y93/ﾛﾘﾝ

吉田 航∥著

801/ﾐﾔｻﾞ出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記

833/ﾏﾂﾓ

小幡 和輝∥著

藤野 千夜∥著 飯田 未希∥著

孤島の来訪者 F/ﾎｳｼﾞ キングコング・セオリー 367/ﾃﾞﾊﾟﾝ 

大借金男・百間と漱石センセイ 910.2/ｳﾁﾀﾞ

J.K.ローリング∥著

B36/ｺﾄﾞﾓ

増田 みず子∥著 釜石 徹∥著

子供の科学∥編

小説 F/ﾏｽﾀﾞ マンション防災の新常識 369/ｶﾏｲ

学校では教えてくれない稼ぐ力の身につけ方 B33/ｵﾊﾞﾀ

カラスのいいぶん B48/ｼﾏﾀﾞ

村山 由佳∥著 城戸 久枝∥著

嶋田 泰子∥著

雪のなまえ F/ﾑﾗﾔ 子どもが作る弁当の日 374/ｷﾄﾞﾋ

こども手に職図鑑

日曜日は青い蜥蜴

しのぶ恋 F/ﾓﾛﾀ 妖しい刀剣 388/ﾄｳｺﾞ

方丈 貴恵∥著 ヴィルジニー・デパント∥著

じい散歩 F/ﾌｼﾞﾉ

とんちき耕書堂青春譜 F/ﾔﾉﾀ 禍いの科学 404/ｵﾌｲ

宮崎 伸治∥著

鴨志田 由貴∥著

橋口 幸子∥著諸田 玲子∥著 東郷 隆∥著
914.6/ｵﾝﾀﾞ

矢野 隆∥著 ポール・A・オフィット∥著

下濱 晶子∥監修

914.6/ｼｲﾅ遺言未満、

恩田 陸∥著

こんなにスゴイ!未来のせかい B50/ｺﾝﾅ

増田 まもる∥監修

1984年に生まれて 923/ﾊｵｼﾞ Excelで学ぶ統計解析入門 417/ｶﾝﾀ 

津田 蘭子∥著

クォン ヨソン∥著

鈴木 武∥著

藤原 智美∥著

音楽の友∥編

持永 かおり∥監修

726/ｼｴﾊﾟ

郝 景芳∥著 菅 民郎∥著

遠山 健太∥監修

915.6/ﾉﾅﾐ美麗島プリズム紀行

椎名 誠∥著

10歳からの「美術の歴史」 B70/ｼﾞﾂｻアヒル命名会議 929/ｲﾗﾝ 世界のふしぎな木の実図鑑 471/ｺﾊﾞﾔ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

福田 遵∥著

西岡 真由美∥著

681/ｺﾓﾀﾞあおり運転

日本語オノマトペのえほん B81/ﾀｶﾉ

イ・ラン∥著 小林 智洋∥著

高野 紀子∥作

916/ｽｷﾞﾔ元女子高生、パパになる

乃南 アサ∥著

コツがつかめる!体育ずかん B78/ｺﾂｶﾞ ミスエデュケーション 933/ﾀﾞﾝﾌ 脳を司る「脳」 491/ﾓｳﾅ

本当の豊かさ 954/ｼﾞｵﾉ

エミリー・M.ダンフォース∥著 毛内 拡∥著 杉山 文野∥著

ジャン・ジオノ∥著

ミルクマン 933/バンズ 女子の心と体のトリセツ 495/ｼﾝﾄﾞ

アンナ・バーンズ∥著 神藤 多喜子∥著

思い出のスケッチブック

751/ﾂｸﾛ繕うワザを磨く金継ぎ上達レッスン

菰田 潔∥著

E.H.シェパード∥著

難訳・和英オノマトペ辞典

911.4/ﾊｼﾞﾒはじめまして現代川柳

911.5/ﾀﾑﾗこんこん狐に誘われて 田村隆一さんのこと

小森 陽一∥著

松本 道弘∥著

小池 正博∥編著

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。



子どもライブラリーは25・26日は開館

2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日

2 日 月 火 水 木 金 土 2 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 6 月 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 28 29 30 31 32 33 34
35 35

一 般 書 児 童 書

『内澤旬子の島へんろの記』 『おやすみなさいどうぶつたち』
（186/ウチザ） （Ｅ/プレン）

内澤 旬子∥著　光文社 ケイト・プレンダーガスト/さく　よしはら なお/やく　潮出版社

『仏像さんを師とせよ　仏像修理の現場から』

（933/イシヤ）

『感情を＂毒＂にしないコツ』
（Ｋ498/オオヒ）

大平 哲也∥著　　豊川堂

『いかさま師ノリス』

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

クリストファー・イシャウッド∥著　木村 政則∥訳　白水社

本館は25日は開館

その他の学習センター図書室は26日は開館

郷 土 資 料（718/ヤサカ）

八坂 寿史∥著　淡交社

一見紳士然としているウィリアムの友人ノリス氏。

胆力があるように振る舞う一方で、ひどく小心者でも

ありました。それを滑稽に思いながらも見守っている

ウィリアムは、知らぬ間にノリス氏の術中にはまってい

きます。

１９３０年代、ナチス台頭直前のドイツの狂騒を描いた

作品です。

新型コロナウィルスの感染拡大により、様々な不安

を抱える人が増えています。福島県の県民健康調査に

かかわる著者は、この状況と震災後の福島には共通点

が多いと指摘します。健康調査の結果をもとに、心が

病気を引き起こす仕組みや心と体の健康を保つコツ

をやさしく解説します。

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。

瀬戸内海に浮かぶ小豆島へ移住した著者が、島内の

霊場八十八ヶ所の巡礼に挑戦。ただし飼っているヤギ

の世話のため、毎日必ず家に帰るというルール付きで

す。装備品の解説から、巡礼の作法、道中の心のつぶや

きまで語りつくした現代のリアルなお遍路の記録です。

著者は１２０年の歴史を持つ公益財団法人美術院

の工房長で、東大寺南大門仁王像など数多くのお像を

修理してきました。修業時代を振り返りながら、解体

修理や最先端技術を使った修理の様子などを紹介し

ています。 古い仏像を大切にする思いと技術を後世

に繋いでいく使命感が伝わってきます。

ねこやいぬは、まあるくなって長い時間眠ります。キ

リンは立ったまま少しの時間眠ります。カヤネズミや

ミーアキャットはどんなふうに眠るのかな。すやすやと

気持ちよさそうに眠る絵と共に、いろいろな動物たち

の眠りの秘密を教えてくれます。

２月の開館カレンダー


