
対象年齢

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
３月号

☎526-4200

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

おはなし会プチ 4才～小学生
３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 ３月６日（土） 午前11時～

講座・イベント

施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

清水学習センター図書室

春のアニメ
映画会

３月２５日（木）
午前１０時
～１１時

無料

◆対象：４歳～小学生
◆上映作品「ちびまる子ちゃん（まる
子、ウソをつく）」「鬼がら」
◆申込：不要
◆定員：先着１０名程度

福島市立図書館

☎525-4023

☎554-1115 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ３月３日(水) 午前10時30分～

３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 ３月１３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 ３月１１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 ３月６日（土） 午前10時30分～

4歳～小学生 ３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 ３月１１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 ３月１３日(土) 午後２時～

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

３月６・１３・２０・２７日
午後2時～

☎531-6551

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 午前11時～
３月４日（木）

３月２１日（日）

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 ３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 ３月２８日(日) 午前10時30分～

清水学習センター図書室

☎557-7400

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ３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

※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。

３階会議室

☎531-6551

◆東日本大震災・福島第一原発事故以
後に出版された関連書籍の展示を通
して、福島の１０年間を振り返ります。

企画展示
『東日本大震災・福島の

１０年』

開催期間
３月１日（月）

～３月２９日（月）
開館時間中

無料

西口ライブラリー
朗読会

ことのはの時間（とき）

３月１３日（土）
午後２時３０分

～３時
無料

◆申込不要
◆対象：大人（定員15名）
◆職員による朗読

☎557-7400



　

更年期ホルモンの変調を感じたら読む本 493/ﾓﾘﾕ

森 裕紀子∥著

イグジット F/ｱｲﾊﾞ オンライン講座のつくりかた 007/ﾊﾗﾏ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｼﾓｶ

相場 英雄∥著 原 麻衣子∥著

茂市 久美子∥作　しもかわら　ゆみ∥絵

501/ﾊﾞﾚﾍﾞ地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック

阿川 佐和子∥著 スチュワート・ロス∥著

ばあさんは15歳 F/ｱｶﾞﾜ なんでも「はじめて」大全 031/ﾛｽｽ

ごちそうたべにきてください

五十嵐 貴久∥著 キム スヒョン∥著

バイター F/ｲｶﾞﾗ 頑張りすぎずに、気楽に 159/ｷﾑｽ

城の少年愚か者(フリムン)の島 F/ｲﾇｲ

519/ｷｺｳ気候変動から世界をまもる30の方法

子育て後に「何もない私」にならない30のルール 159/ﾎﾞｸｼ 「はやぶさ2」が舞い降りた日々 E/ﾅﾌｲ

E/ﾔﾉﾏ

牡丹 靖佳∥作

538/ﾏﾄｶﾞ

菊地 秀行∥作　Naffy∥絵

うりぼうと母さん

乾 緑郎∥著 ボーク重子∥著

矢野 誠人∥写真・文

583/ｶﾝﾅ鉋大全

井上 宮∥著 設楽 博己∥著

594/ｳﾁﾀﾞ

めいわくなボール E/ﾎﾞﾀﾝじょかい F/ｲﾉｳ 顔の考古学 210.2/ｼﾀﾗ

ワンダ・ガアグ∥作

612/ｷﾝﾀﾞ和食の地理学

ヘーゼルの密書 F/ｳｴﾀﾞ

上田 早夕里∥著

朝鮮戦争を戦った日本人 210.7/ﾌｼﾞﾜ

100歳ランナーの物語コンジュジ F/ｷｻﾞｷ ロッテを創った男 重光武雄論 289/ｼｹﾞﾐ

内田桃子のカウントステッチ

藤原 和樹∥著

みえないこいぬぽっち E/ｶﾞｸﾞﾜ

E/ｶｳﾙ

木崎 みつ子∥著 松崎 隆司∥著 シムラン・ジート・シング∥文　バルジンダー・カウル∥絵

農文協∥編

スベンヤ・ヘルマン∥文　ヨゼフ・ヴィルコン∥絵

616/ﾉｳｶ農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ月下美人を待つ庭で F/ｸﾗﾁ 渋沢栄一(別冊太陽) 289/ｼﾌﾞｻ

4ひきのちいさいおおかみ E/ﾋﾞﾙｺ

坂井 希久子∥著 徳川 和子∥著

あんず ゆき∥著

倉知 淳∥著 鹿島 茂∥監修

花は散っても F/ｻｶｲ みみずのたわごと 289/ﾄｸｶﾞ

最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本

佐々木 功∥著 今尾 恵介∥著

加藤 多一∥作

天下一のへりくつ者 F/ｻｻｷ 市町村名のつくり方 291.0/ｲﾏｵ

大坂城のシロ Y913/ｱﾝｽﾞ

673/ﾋﾗｷ

深町 秋生∥著 ボブ・ウッドワード∥著

熊谷 千世子∥作

鬼哭の銃弾 F/ﾌｶﾏ RAGE 312/ｳﾂﾄﾞ

エカシの森と子馬のポンコ Y913/ｶﾄｳ当確師 十二歳の革命 F/ﾏﾔﾏ 囚われし者たちの国 326/ﾄﾞﾗｲ

星明かり Y913/ｸﾏｶﾞ

Y913/ﾅｶｼ

真山 仁∥著 バズ・ドライシンガー∥著

袴田事件の謎 326/ﾊﾏﾀﾞ

中島 信子∥著

779/ｻｸﾗ噺家の女房が語る落語案内帖

真梨 幸子∥著 浜田 寿美男∥著

ファン・ヨンミ∥作

783/ｷｴﾀ消えた甲子園

フシギ F/ﾏﾘﾕ

太郎の窓

丸山 正樹∥著 嶋田 和子∥著

エリザベス・アセヴェド∥作

788/ｲｼｲピット・イン

ワンダフル・ライフ F/ﾏﾙﾔ 外国にルーツを持つ女性たち 334/ｼﾏﾀﾞ

チェリーシュリンプ公孫龍　巻1 F/ﾐﾔｷﾞ 最も賢い億万長者　　　上・下 338/ｻﾞﾂｶ

詩人になりたいわたしX

宮城谷 昌光∥著

Y93/ｱｾﾍﾞ

Y929/ﾌｱﾝ

ドキュメント日銀漂流 338/ﾆｼﾉ

彼方の光 Y93/ﾋﾟｱｿ

グレゴリー・ザッカーマン∥著

816/ｺﾝﾄﾞ三行で撃つ

902/ｻｻﾞﾗ

立岩 陽一郎∥著

村木 美涼∥著 西野 智彦∥著

空芯手帳 F/ﾔｷﾞｴ テレビは原発事故をどう報道したか 369/ｵﾀﾞｷﾞ

万葉樵話 911.1/ﾀﾀﾞｶ

シェリー・ピアソル∥作

B18/ｻｲﾄ

チョン・ミジン∥著 葉一∥著

齋藤 孝∥著

みんな知ってる、みんな知らない 929/ﾁﾖﾝ 自宅学習の強化書 375/ﾊｲﾁ

コロナの時代を生きるためのファクトチェック B07/ﾀﾃｲ 

わたしは大統領の奴隷だった B28/ｼﾞﾔﾂ

クリフォード・ウィッティング∥著 姫松 冬紫∥著

エリカ・アームストロング・ダンバー∥著

知られたくなかった男 933/ｳｲﾃ 海外の有名大学に、リモートで留学する 377/ﾋﾒﾏ

こども般若心経

茶ばなし残香

テナント 933/ﾏﾗﾏ これならできる、こどもキッチン 379/ｲｼｲ

朝日放送テレビ「2020高校野球僕らの夏」取材班∥著

八木 詠美∥著 小田桐 誠∥著

商店街のジャンクション F/ﾑﾗｷ

脱獄王ヴィドックの華麗なる転身 943/ﾊﾝｾﾞ 数学で考える!世界をつくる方程式50 411/ｺｸﾗ

近藤 康太郎∥著

いしい しんじ∥著

岸本 佐知子∥著バーナード・マラマッド∥著 石井 由紀子∥著

914.6/ﾄﾔﾏ

ヴァルター・ハンゼン∥著 リッチ・コクラン∥著

岡田 晴恵∥著

918.6/ｲﾄﾞｳ移動図書館の子供たち

外山 滋比古∥著

真実を発見!科学捜査 B 31/ｼﾝｼﾞ

石澤 不二雄∥監修

マダム・ピリンスカとショパンの秘密 953/ｼﾕﾐ 地球に月が2つあったころ 445/ｱｽﾌ

的川 泰宣∥著

大工道具研究会∥編

内田 桃子∥著

金田 章裕∥著

櫻庭 由紀子∥著

佐野 亨∥編

758/ﾆｼｶ

エリック=エマニュエル・シュミット∥著 エリック・アスフォーグ∥著

パンク町田∥文

918.6/ｼﾞﾃﾝ自転車に乗って

我妻 俊樹ほか∥著

感染しないひなん所生活 B36/ｵｶﾀﾞ赤いモレスキンの女 953/ﾛﾗﾝ 驚異の珪藻世界 473/ｷﾖｳ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

ベルトラン・バレ∥著

国際環境NGO FoE Japan∥編

627/ｳｴｲ菊の文化誌

自由帳みせて! B72/ｼﾞﾕｳ

アントワーヌ・ローラン∥著 出井 雅彦∥著

すずき こうせい∥文・イラスト

929/ﾌｱﾝ囚人１・２

伊藤 礼ほか∥著

パンク動物記 B48/ﾊﾟﾝｸ恥さらし 963/ﾌﾛﾚ 空飛ぶヘビとアメンボロボット 481/ﾌﾃﾞｲ

ヘブライ文学散歩 929/ﾓﾀｲ

パウリーナ・フローレス∥著 デイヴィッド・フー∥著 黄 晰暎∥著

母袋 夏生∥著

サハリン島 983/ﾍﾞﾙｷ 0番目の患者 490/ﾍﾟﾘﾉ 

エドゥアルド・ヴェルキン∥著 リュック・ペリノ∥著

名作椅子の解体新書

778/ｽｺﾂリドリー・スコット

トゥイグス・ウェイ∥著

平木 恭一∥著

西川 栄明∥著

若い読者のための文学史

914.6/ｲﾝﾅそれはきっと必要ない

914.6/ｷｼﾓ死ぬまでに行きたい海

多田 一臣∥著

ジョン・サザーランド∥著

印南 敦史∥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。



2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日
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一 般 書 児 童 書

『にほんでいきる 外国からきた子どもたち』 『あらいくん』
（371/ニホン） （Ｅ/セリコ）

毎日新聞取材班∥編　明石書店 中川 ひろたか∥文　serico∥絵

『手作りを楽しむ蜜ろう入門 キャンドル、蜜ろうラップ、木工クリームなど』

（F/マツイ）

『伊達一族の中世』
（Ｋ288/イトウ）

伊藤 喜良∥著　　吉川弘文館

『累々』

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

松井 玲奈∥著　集英社

その他の学習センター図書室は31日は開館子どもライブラリーは30・31日は開館

郷 土 資 料（646/アンド）

安藤 竜二∥著　農山漁村文化協会

付き合って2年になる彼からプロポーズされた小夜

は、なぜか返事を躊躇してしまいます。 親友からはマ

リッジブルーだと言われますが…。

小夜から始まる物語はパンちゃん、ユイ、ちぃへと続

いていきます。著者の巧みな仕掛けが随所に散りばめ

られている、痛々しくて切ない連作恋愛小説です。

仙台伊達藩となる前、伊達氏は長らく福島盆地を本

拠として活動していました。鎌倉時代には奥州合戦で

信夫佐藤庄司一族を打ち破りました。その後も幕府と

連携して奥羽での勢力を拡大、陸奥国守護職となりま

した。福島市の大仏城や梁川、桑折を居城として続い

た福島の伊達氏３６０年の歴史を追っています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

～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。

日本で暮らす外国籍の子どものなかには、学校に

通っていない／通えない子どもがいます。日本語が

理解できず、社会の中で孤立し、いじめや虐待、犯罪

に巻き込まれるなど、深刻な状況に置かれています。

彼らの教育の実態を調査し、行政を動かす原動力に

もなった報道をまとめた一冊です。

かすかな甘い香りと、優しく暖かな光を灯す蜜ろう

キャンドル。山形で「ハチ蜜の森キャンドル」を営む、日

本初の蜜ろうキャンドル職人が、蜜ろうとの楽しい付

き合い方を教えます。蜜ろうの基礎知識や歴史、入手

方法からキャンドル、ハンドクリームなどの作り方を通

して、人とミツバチ、自然との繋がりをたどります。

きれい好きなアライグマのあらいくん。今日もトイレ

のあとやおうちに帰ってきたときに、ジャブジャブ ク

チュクチュ手を洗います。目に見えないウイルスの存在

と手洗いの大切さを楽しく伝えてくれる絵本です。手

洗いソングの楽譜つき。

３月の開館カレンダー


