
施設名 おはなし会名 対象年齢

福島市立図書館 ９月５・１２・１９・２６日

☎531-6551 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 ９月１２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 ９月２７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１９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１７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２６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１７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 ９月１２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２日（水） 午前10時30分～

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５日（土） 午前11時～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで ９月１０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 ９月５日（土） 午前10時30分～

☎567-2403 おひざにだっこのおはなし会 ～３歳まで ９月３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 ９月６・１３・２０・２７日

☎526-4200 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。詳細については、直接各館に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。

●雑誌の無料配布

　保存期限が過ぎた雑誌を、ご希望の方に無料で差し上げます。

　１０月４日（日）午前９時３０分～午後５時３０分

　　　　　　　　　　　（※雑誌がなくなり次第終了）

　福島市立図書館　１階　雑誌コーナー

　【配布方法】

・当日、図書館正面玄関前で整理券を配布します（１人１枚）

・整理券１枚につき雑誌１タイトル（１年分・一部に欠号あり）と交換できます

　【対象雑誌】

　　３～１０年前に刊行された雑誌（ファッション誌・趣味雑誌・文芸誌ほか）

　　　※付録のみの配布はありません

　　　※状況により中止する場合があります

おはなしのにじ ４歳～小学生 ９月１９日（土） 午前10時30分～

おはなし会プチ ４歳～小学生 午後3時10分～

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～

福島市松木町１番１号 電話 ５３１－６５５１

２０２０年
９月号市立図書館広報



　

KGBの男

ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ

陽眠る

ピュア

ティンカー・ベル殺し

喪神・柳生連也斎

図書館の子

希望の峰マカルー西壁

笹本 稜平∥著

私は真実が知りたい

戦後日本政治の総括

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック

コミュニティカフェ

黒田 基樹∥著

久保 敬親∥写真

ベン・マッキンタイアー∥著

289/ﾎｳｼﾞ

488/ｸﾎﾞｹ

消滅絶景 450/ｼﾖｳ

B10/ﾜｶﾏ

【　絵　　　本　】

かしたつもり×もらったつもり E/ｷﾀﾑ

かさい まり∥さく　　北村　裕花∥え

ハクトウワシ E/ﾏｴｶ 

夜フクロウとドッグフィッシュ

シンシア・カドハタ∥作

まほろばトリップ

借りた本は、返却期限までに返しましょう！

ラグリマが聞こえる

図書館B2捜査団

ハナコの愛したふたつの国

きみの声がききたくて

みてみておばけ E/ｻｻｷ

ささき みお∥作

やとのいえ

前川 貴行∥写真　文

Y913/ｸﾗﾓ

倉本 由布∥著

辻堂 ゆめ∥作

Y93/ｶﾄﾞﾊ

Y913/ｻｻｸﾞ

Y913/ﾂｼﾞﾄﾞ

Y93/ｽﾛﾝ

ささぐち ともこ∥著

14歳の教室

B53/ｾｶｲ

若松 英輔∥著

B47/ﾎｾﾞｻ

サラ・ホゼ∥著

世界の植物大図鑑

水害の大研究 B36/ｽｲｶﾞ

河田 惠昭∥監修

藤原 幸一∥写真　文

体育指導のスタートライン∥監修

B58/ｲﾜｻ

岩貞 るみこ∥文

B65/ﾌｼﾞﾜもののけまもる森

ガリガリ君ができるまで

コツがわかる!小学生の体育図鑑

有沢 佳映∥著

E/ﾊﾞﾄﾝ 

ジョージナ・スティーブンス∥作　　イジー・バートン∥絵

E/ﾙﾒﾄ

トニ・モリスン、スレイド・モリスン∥文　　パスカル・ルメートル∥絵

ステラとカモメとプラスチック

どっちの勝ち?

【　読　み　物　】

お庭番デイズ　上・下

八尾 慶次∥作

E/ﾔﾂｵ

E/ｷﾑﾘ

キム・ソンファ、クォン・スジン∥文　　キム・リョンオン∥絵　　

細菌ホテル

Y913/ｱﾘｻ

小堀 鷗一郎∥著

931/ｷﾞﾝｽﾞ

アレン・ギンズバーグ∥著

吠える

仕事本 916/ｼｺﾞﾄ

左右社編集部∥編

死を受け入れること 490/ｺﾎﾞﾘ

日本鳥類図譜

アスリートの科学

ラウンドレッスン日本一のプロが教える「スコアの答え」

栗村修のいちばん身につく最強ロードバイクトレーニング

久木留 毅∥著

778/ｶｽｶﾞ

780/ｸｷﾄﾞ

786/ｸﾘﾑ

783/ｵﾉﾃﾞ

春日 太一∥著

左巻 健男∥編著

ナショナルジオグラフィック∥編

ヨシタケ シンスケ∥著

欲が出ました 914.6   /ﾖｼﾀ図解身近にあふれる「物理」が3時間でわかる本 420/ｻﾏｷ

村上 春樹∥著 水谷 正大∥著 太田 朋子∥著

信じた道の先に、花は咲く。 914.6/ｵｵﾀ一人称単数 F/ﾑﾗｶ LaTeX超入門 407/ﾐｽﾞﾀ

三津田 信三∥著 志村 有弘∥訳

現代語訳怪談「諸国百物語」 913.5/ｹﾞﾝﾀﾞそこに無い家に呼ばれる F/ﾐﾂﾀﾞ 世界滅亡マシン

ダニエル・エルズバーグ∥著

392/ｴﾙｽﾞ

本城 雅人∥著 大場 美鈴∥著 吉海 直人∥著

暮らしの古典歳時記 910.4/ﾖｼｶオールドタイムズ F/ﾎﾝｼﾞ 楽々かあさんの伝わる!声かけ変換 379/ｵｵﾊﾞ

鈴村 和成∥著

笑う桐野夏生ヴンダーカンマー F/ﾎｼｽﾞ 自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ 371/ﾅｶﾔ 910.2/ｷﾘﾉ

来世の記憶 F/ﾌｼﾞﾉ

星月 渉∥著 中山 芳一∥著

369/ﾅﾝﾁ

難聴者の心理学的問題を考える会∥編

335/ｻｲﾄ

松下 佳世∥編著

君に読ませたいミステリがあるんだ F/ﾋｶﾞｼ

藤野 可織∥著 池澤 夏樹∥著

ぜんぶ本の話 904/ｲｹｻﾞ難聴者と中途失聴者の心理学

336/ｻｲﾄ

畠中 恵∥著 時本 真吾∥著 ホリー・ゴールドバーグ・スローン∥作

同時通訳者が「訳せなかった」英語フレーズ 834/ﾏﾂｼ
【　絵本・読み物以外の児童書　】

東川 篤哉∥著 齋藤 孝∥著

頭がいい人のモノの言い方

高橋 道雄∥著

あいまいな会話はなぜ成立するのか 801/ﾄｷﾓ

少年と犬 F/ﾊｾｾ

いちねんかん F/ﾊﾀｹ

333/ﾍﾞﾚｲ

馳 星周∥著 イヴェット・ヴェレ∥著

Y93 /ｺﾙﾌ

干菓子250

鬼手事典

オーウェン・コルファー∥作

乗代 雄介∥著 淡交社編集局∥編

791/ﾋｶﾞｼ312/ﾀﾊﾗ

田原 総一朗∥著

796/ﾀｶﾊ

F/ﾄｵﾉ

F/ﾉﾘｼ

312/ｱｶｷﾞ

赤木 雅子∥著

寺地 はるな∥著 小野寺 誠∥著

栗村 修∥著遠野 遙∥著

破局

前川 健一∥著

高齢者・障害者へのマナーがわかる本

F/ｼﾝﾊﾞ

F/ﾃﾗﾁ

榛葉 英治∥著

293/ﾏｴｶ

城壁

やわらかい砂のうえ

北条氏綱

プラハ巡覧記

日本の戦争映画

成功を呼ぶネーミングの技術 674/ﾋﾗｶ

佐々木 譲∥著 ジョン・M.キャロル∥著 平方 彰∥著

F/ｻｻｷ 香港の歴史 222/ｷﾔﾛ

風を結う F/ｱｻﾉ

神々は真っ先に逃げ帰った 210.7/ﾊﾞｼｴ

F/ｳｴﾀﾞ

673/ｶﾒｲ

赤い砂を蹴る F/ｲｼﾊ

目撃天安門事件 222/ｶﾄｳ

あさの あつこ∥著

アンドリュー・バーシェイ∥著 日本蚕糸学会∥編

カイコの科学 633/ｶｲｺ

F/ｺﾞﾐﾔ

F/ｺﾊﾞﾔ

F/ｵﾉﾐ

石原 燃∥著

上田 秀人∥著

島本 美由紀∥著

調味料保存&使い切りのアイデア帖 596/ｼﾏﾓ

ウィトゲンシュタインの愛人 933/ﾏｸｿ

ひとりでも大丈夫 188/ﾏｽﾉ

コルム・トビーン∥著

亀井 亜希子∥著

289/ｺﾞﾙｼﾞ

母たちと息子たち 933/ﾄﾋﾞﾝ

よくわかる臨床心理学 146/ﾖｸﾜ

デイヴィッド・マークソン∥著

枡野 俊明∥著

加藤 青延∥著五味 康祐∥著

小野 美由紀∥著

小林 泰三∥著

西村 泰洋∥著

よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 547/ﾆｼﾑ

屋上で会いましょう 929/ﾁﾖﾝ

「バカ」の研究 140/ﾊﾞｶﾉ

吉本 典子∥著

毎日持ちたい帆布のバッグ 594/ﾖｼﾓ

521/ﾒｲｼﾞ法廷遊戯 F/ｲｶﾞﾗ 子どもの学びが充実する読書活動15の指導法 019/ｲﾅｲ

チョン・セラン∥著

ジャン=フランソワ・マルミオン∥編

岩壁 茂∥監修

F/ｻｻﾓ

齋藤 保∥著

エリック・ヴュイヤール∥著

Zoomビジネス研究会∥著 インフォビジュアル研究所∥著

498/ｺﾛﾅ

その日の予定 953/ﾋﾞﾕｲ

Zoom120%活用術 007/ｽﾞﾑﾋ 図解でわかる14歳から知る気候変動

B78/ｺﾂｶﾞ

世界のスポーツカー図鑑

519/ｽﾞｶｲ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】
コロナが変えた世界

五十嵐 律人∥著 稲井 達也∥著 小和田 哲男∥監修

名城の石垣図鑑

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
『ちいさな　かわいい　おべんとうばこ』

（368/ジヤブ） （Ｅミヤノ）

　２０１１年にフランス西部で起きた少女殺人事件。本書は歴 　だれかが、ちいさなからっぽのおべんとうばこを、のはらにわ

史家としての視点で、事件を多角的に考察したノンフィクション すれてしまったようです。そこにやまねがやってきて、おべんと

です。また、俗悪な事件の犠牲者としてではなく、一人の少女 うばこをおふろにかりていきました。つぎはうさぎがやってきて、

としての人生を丹念に紡いだ伝記でもあります。フランスの テーブルに。つぎはどんなどうぶつがおべんとうばこをかりてい

権威ある文学賞メディシス賞受賞作。 くのかな？

郷　土　資　料

『みんなが知りたいシリーズ⑭　乳酸菌の疑問５０』　 『古関裕而珠玉の３０曲－その誕生物語－』

（588/ニュウ） （K762/コセキ）

　乳酸菌は、乳製品をはじめとして味噌や漬物など、多くの食品 　海軍の予科練集生と教官たちで意見が分かれた「若鷲の歌」　

に含まれています。本書では、腸の中の悪玉菌を減らしてくれ 鼻歌だけのはずだった「イヨマンテの夜」・・・。

る、免疫機能を高めてインフルエンザを防いでくれるといった 　元日本レコード大賞審査員の著者が、膨大な古関裕而の

乳酸菌の効果や、上手な摂取方法について、科学的なデータ 作品の中から選んだ歌謡曲と応援歌３０曲。その誕生や歌詞、

も使いながら、分かりやすく紹介しています。 作詞家とのエピソードを紹介しています。

『時のきざはし　現代中華SF傑作選』

（923/トキノ）

　中国ＳＦ四天王から新進気鋭の作家まで、中華圏ＳＦ界で

活躍中の作家によるアンソロジー。表題作「時のきざはし」は、

壮大なスケールが魅力のタイムトラベル作品です。他にも、

仮想現実に苦しめられる青年の話、ロボットと王様の話など、

バラエティに富んだ１７編が収録されています。

イヴァン・ジャブロンカ／著　　名古屋大学出版会

塩沢実信／著　　展望社

宮野聡子／作　　小学館

『歴史家と少女殺人事件　レティシアの物語』

日本乳酸菌学会／編　　成山堂書店

立原透耶／編　　新紀元社

◆子どもライブラリー、その他の学習センター

   図書室は、９月３０日は開館しております。

2020年 印の日は休館日 2020年

9 日 月 火 水 木 金 土 9 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 月 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 27 28 29 30

９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

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。

 

～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。 


