
対象年齢

～3歳まで

参加費

【臨時休館のお知らせ】
　市立図書館本館（松木町１－１）は１０月３日（月）から１０月５日（水）まで工事のため臨時休館します。

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月6日（木）・16日（日） 午前11時～

西口ライブラリー 文学講座
「森鴎外を読む」

10月2７日（木）
午後2時～3時30分

-
講師:高橋由貴先生（福島大学准教授）
対象:一般（定員20名・要申込）
10月5日(水)午前9時30分より受付開始☎５２５－４０２３

☎526-4200 おはなし会プチ 4歳～小学生

福島市立図書館
手でさわる絵本新作展

10月27日（木）
～11月10日（木）

-
図書ボランティアの会が制作した、点字の付
いた布絵本の新作を展示します。

☎５３１－６５５１

10月30日（日） 午後3時10分～

イベント名

市立図書館広報 2022年
10月号

福島市松木町１－１　電話５３１－６５５１

図 書 館 の お は な し 会

施設名 おはなし会名 開　催　日　時

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8日(土) 午前10時30分～

福島市立図書館 どようびのおはなし会 4歳～小学生
10月1・8・15・22・29日 午後2時～・

午後2時30分～毎週土曜日

☎531-6551 おひざにだっこのおはなし会 午前10時30分～10月20日（木）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月23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 10月15日(土) 午後2時～

☎549-1821

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月20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 10月22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 10月5日(水) 午前10時30分～

松川学習センター図書室

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月20日(木) 午前10時30分～

4歳～小学生 10月8日(土) 午前11時～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月13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 10月8日(土) 午後2時～

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 10月2・9日 午後3時10分～

10月1日（土） 午前10時30分～

10月6日（木） 午前10時30分～

おはなしロケット

おひざにだっこのおはなし会

4歳～小学生

～3歳まで☎567-2403

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば

開催日時

福島市立図書館 読書週間講座
「果物と健康の科学」

11月10日（木）
午後2時～3時30分

-
講師：升本早枝子氏（福島大学准教授）
定員：24名（先着順）
１０月12日（水）午前9時３０分より受付開始☎５３１－６５５１

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

吾妻学習センター図書室

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 10月15日（土） 午前10時30分～

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月27日（木） 午前10時30分～

子どもライブラリー ふくよみの日
本を借りようキャンペーン

１０月２４日（月） -
本を借りた方にプレゼントを差し上げます。
今月は「落ち葉しおり」です！

☎５２６－４２００

飯坂学習センター図書室 歴史講座 飯坂を訪れた
文人墨客～浅田次郎まで～

１０月２４日（月）
午前１０時～１１時３０分

-
講師：柴田俊彰氏（信達歴史文化研究会）
対象：市内在住・在勤の方　１４名（先着順）
１０月５日（水）午前９時より受付開始☎５４２－２１２２

福島市立図書館
大人のためのおはなし会

11月3日（木）
午前10時30分～

午後2時～
-

図書ボランティアの会による朗読会です。
定員：各10名（先着順）
会場：本館児童室☎５３１－６５５１

清水学習センター図書室
第11回　信夫山講座

１１月４日（金）
午前10時～11時３０分

-
講師：浦部博氏（信夫山研究会会長）
定員：１５名（先着順）
１０月７日（金）午前9時より受付開始☎５５７－７４００



　

偏食・少食・野菜いやいや 498/ﾑﾛﾀ

室田 洋子、小川 雄二∥著
夜の道標 F/ｱｼｻﾞ 算数で読み解くコンピュータのしくみ 007/ﾊﾞﾊﾞﾀ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｲｻｸ

芦沢 央∥著 馬場 敬信∥著

伊佐 久美∥作

509/ﾀﾀﾞﾅ今と未来がわかる工場
宇野 碧∥著 石川 透∥著

レペゼン母 F/ｳﾉｱ 奈良絵本・絵巻 022/ｲｼｶ

タコとだいこん
岡本 貴也∥著 スティーブン・ピンカー∥著

ハル、色 F/ｵｶﾓ 人はどこまで合理的か （上・下） 115/ﾋﾟﾝｶ

きらきらさがしいっそこの手で殺せたら F/ｵｸﾞﾗ

518/ｶｲﾃ快適なトイレ

何もない空間が価値を生む 159/ｵﾄﾞﾘ USBメモリー徹底活用技 E/ｻｺﾓ

E/ｱｳｽ

西村 敏雄∥作

548/ﾕｴｽ

新井 悦子∥作　さこ ももみ∥絵

おおきいかいぶつはなかないぞ!

小倉 日向∥著 オードリー・タン∥語り　アイリス・チュウ∥著

アウスロイグ・ヨウンスドッティル∥絵・文　 カッレ・ギュットレル、ラーケル・ヘルムスダル∥文 

559/ﾅｶｴ日本の大砲とその歴史
梶 よう子∥著 秦野 裕介∥著

594/ﾊﾅｲ

トイレトイレ E/ﾆｼﾑ空を駆ける F/ｶｼﾞﾖ 神風頼み 210.0/ﾊﾀﾉ

ジャクリーヌ・デイヴィーズ∥作　ソニア・サンチェス∥絵

609/ﾀﾝｲ単位と法則大百科

その殺人、本格ミステリに仕立てます。 F/ｶﾀｵ

片岡 翔∥著
論争関ケ原合戦 210.4/ｶｻﾔ

森のなかの小さなおうちアナベル・リイ F/ｺｲｹ 日清・日露戦史の真実 210.6/ﾜﾀﾅ

はじめてさんのつまみ細工
笠谷 和比古∥著

あわあわわあい! E/ｻﾝﾁ

E/ｳｲﾗ

小池 真理子∥著 渡辺 延志∥著 エリザ・ウィーラー∥作

杉山 経昌∥著

レイチェル・ブライト∥文　ジム・フィールド∥絵

610/ｽｷﾞﾔ83歳、脱サラ農家の終農術裂けた明日 F/ｻｻｷ 事典太平洋戦争と子どもたち 210.7/ｼﾞﾃﾝ

のんびりやのコアラ E/ﾌｲﾙ

手嶋 龍一∥著 羽柴 直人∥著

久米 絵美里∥著

佐々木 譲∥著 浅井 春夫 ほか∥編
武漢コンフィデンシャル F/ﾃｼﾏ もう一つの平泉 212.2/ﾊｼﾊﾞ

ラク技で描く背景&プロップ
長浦 京∥著 赤松 良子∥著

なかがわ ちひろ∥作・絵

プリンシパル F/ﾅｶﾞｳ 男女平等への長い列 289/ｱｶﾏ

忘れもの遊園地 Y913/ｸﾒｴ

726/ｲｽﾞﾁ

凪良 ゆう∥著 牧 久∥著

吉野 万理子∥作

汝、星のごとく F/ﾅｷﾞﾗ 転生 289/ﾌﾟｲ

やまの動物病院 Y913/ﾅｶｶﾞ財布は踊る F/ﾊﾗﾀﾞ 世界の魅力的なビーチと湖 290/ｾｶｲ

5年1組ひみつだよ Y913/ﾖｼﾉ

Y913/ﾜｸｲ

原田 ひ香∥著 地球の歩き方編集室∥編
アフガニスタン・ペーパーズ 319/ｳｲﾂ

涌井 学∥著　子ども支援センターつなっぐ∥原案

774/ﾁｼｷ知識ゼロからの歌舞伎入門
万城目 学∥著 クレイグ・ウィットロック∥著

ルリ∥作・絵

780/ﾊﾞﾝﾌﾟスポーツの歴史

あの子とQ F/ﾏｷﾒ

いっしょにいるよ
又吉 直樹、ヨシタケシンスケ∥著 塩原 俊彦∥著

ロイス・ダンカン∥作

786/ﾄｻﾞﾝ登山のダメージ&体のトラブル解決法

その本は F/ﾏﾀﾖ ウクライナ3.0 米国・NATOの代理戦争の裏側 319/ｼｵﾊﾞ

長い長い夜ウクライナにいたら戦争が始まった F/ﾏﾂｵ ヒトラーに傾倒した男 319/ﾏｽﾀﾞ

いもうとなんかいらない
松岡 圭祐∥著

Y93/ﾀﾞﾝｶ

Y929/ﾙﾘ

ソーシャルX 335/ｿｼﾔ

星命体　（上・中・下） Y93/ﾊﾟｵﾘ

増田 剛∥著
814/ﾎﾘｺエモい古語辞典

909/ﾅｶｼﾞ

坂口 恭平∥著

三田 誠広∥著 伊藤 大貴 ほか∥著
きときと夫婦旅 F/ﾔｽﾞｷ 歴史の中の多様な「性」 367/ﾐﾂﾊ

ドナルド・キーンと俳句 911.3/ﾏﾘﾔ

クリストファー・パオリーニ∥著

B37/ｼﾌﾞﾔ

山本 一力∥著 キリーロバ・ナージャ∥著

渋谷 敦志∥写真・文

クリ粥 F/ﾔﾏﾓ 6カ国転校生ナージャの発見 372/ｷﾘﾛ

中学生のためのテストの段取り講座 B15/ｻｶｸﾞ

みんなが知りたい!単位のすべて B42/ﾐﾝﾅ

詠坂 雄二∥著 前川 喜平∥編著

「単位のすべて」編集室∥著

5A73 F/ﾖﾐｻ コロナ期の学校と教育政策 372/ﾏｴｶ

僕らが学校に行く理由

そして誰もゆとらなくなった

嫌いなら呼ぶなよ F/ﾜﾀﾔ 目に見えない戦争 391/ﾎﾌｼ

レイ・ヴァンプルー∥著

椰月 美智子∥著 三橋 順子∥著

天海 F/ﾐﾀﾏ

三体X 923/ﾊﾞｵｼ 星空写真撮影ハンドブック 442/ﾎｼｿﾞ

堀越 英美∥著

木元 康晴∥編

青木 奈緒∥著綿矢 りさ∥著 イヴォンヌ・ホフシュテッター∥著
914.6/ｱｻｲ

宝樹∥著 成澤 広幸、MOSH books∥著

筒井 学∥写真・文

914.6/ﾅｶﾑ自由対談
朝井 リョウ∥著

スカイブック B44/ｸﾚｲ

アンナ・クレイボーン∥文　ケリー・ハインドマン∥絵　 川村 康文∥監修

フランキスシュタイン 933/ｳｲﾝ 採集と見分け方がバッチリわかるアンモナイト図鑑 457/ﾓﾘﾔ

オンサイト∥著

中江 秀雄∥著

*Hanairo∥著

石川 芳∥著

757/ｼﾞﾔｸ

ジャネット・ウィンターソン∥著 守山 容正∥著

白石 優生∥著

916/ﾁﾕｳ中皮腫とともに生きる
中村 文則∥著

オオムラサキと里山の一年 B48/ﾂﾂｲマーロー殺人クラブ 933/ｿﾛｸﾞ よくわかる土中環境 468/ﾀｶﾀﾞ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

多田 夏代∥著

日本トイレ協会∥編

626/ﾀｹｼ野菜と果物すごい品種図鑑

世界遺産を救え! B70/ﾎﾌﾟｷ

ロバート・ソログッド∥著 高田 宏臣∥著

レオ・ホプキンソン∥著

929/ｻｲﾄ韓国文学の中心にあるもの
大島 寿美子∥編

タガヤセ!日本 B61/ｼﾗｲ愚か者同盟 933/ﾄｳﾙ What is Tanuki? 489/ｻｴｷ

刑期なき殺人犯 936/ﾌﾞﾛﾂ

ジョン・ケネディ・トゥール∥著 佐伯 緑∥著 斎藤 真理子∥著

ミキータ・ブロットマン∥著
キリンの首 943/ｼﾔﾗ 心はこうして創られる 491/ﾁｴｲ

ユーディット・シャランスキー∥著 ニック・チェイター∥著

幾何学パターンづくりのすべて

767/ｲｼｶ1週間で正確なリズムで歌えるようになる本

竹下 大学∥著

いず地∥著

ポール・ジャクソン∥著

ワンダーランドに卒業はない

912.7/ﾑｺｳ家業とちゃぶ台

914.6/ｱｵｷオーライウトーリひなた猫

毬矢 まりえ∥著

中島 京子∥著

向田 邦子∥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。



2022年 印の日は休館日 2022年 印の日は休館日
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１ ０ 月 ３ 日 （ 月 ） お よ び １ ０ 月 ５ 日 （ 水 ） 福 島 市 立 図 書 館 本 館 臨 時 休 館

『翻訳はめぐる』
（８０１/カネハ）

金原 瑞人∥著　春陽堂書店

３１日はその他の学習センター図書室は開館

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

３日・５日は本館のみ閉館
３１日は子どもライブラリーのみ開館

吉田 剛士∥著　　青弓社 飴村 行∥著　　新潮社

『まるごとマンドリンの本』
（７６３/ヨシダ） （KF/アメム）

郷　土　資　料

『空を切り裂いた』

『特権を問う』 『ぴーったり！　ソファのまき』
（３９５/トツケ） （E/クオフ）

毎日新聞取材班∥著　　毎日新聞出版 フィフィ・クオ∥さく　ほるぷ出版

一 般 書 児 童 書

異なる文化・時代の言葉を、言語を新たにして再び

世の中に送り出す仕事、「翻訳」。自動翻訳技術がめ

ざましく進歩していく現代における翻訳者のあり方

とは？ これまで600冊もの書籍を翻訳した著者が、

その尽きない悩みと悩むからこその面白さ、奥が深

い言語の世界について軽やかに語ります。

旅行中の伯父の家で留守番をしていた明彦は、謎の

人物から一冊の本を渡されます。その本の作者・堀永

彩雲について調べると驚きの事実が分かり…。狂気の

作家とその作品に憑りつかれた人々を描いた連作短編

集です。伊達市出身の著者は、2008年『粘膜人間』で

日本ホラー小説大賞を受賞しました。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

米軍関係者による凶悪事件、東京都心の米軍ヘリ異常

低空飛行、基地周辺での新型コロナ感染…。「在日米軍

によるさまざまな被害の元凶」と言われながら一度も

改定されたことがない日米地位協定。半世紀を超えて

も変わらない日米の不均衡の実態を追いかけたドキュ

メンタリーです。

マンドリンは１７世紀にイタリアで生まれ、日本には明

治時代に伝わりました。可憐で抒情的なその音色は

「マンドリンの流行」と新聞記事になるほどの人気とな

り、今では日本の演奏人口が世界一多いといわれて

います。独学でマンドリンを始めた著者が、その魅力

や演奏のポイントを解説します。

古くなったソファを新しくすることにきめたペンギンとパン

ダ。おみせにでかけてみると、いろんなソファがいっぱい！

ところが、ちっちゃすぎたり、ふわふわすぎたり、カラフルす

ぎたり……。ふたりにぴったりのソファはどこにあるの！？

ペンギンとパンダのとぼけた表情にクスリと笑える１冊です。

１０ 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

ブックスタート・ブックステップのご案内

福島市にお住まいのお子さんとご家族に絵本を

プレゼントしています。0～2歳児対象のブックス

タート、3歳児対象のブックステップがあります。

出生届の手続き時や3歳児健診時にお知らせを

お渡ししています。 図書館窓口やお渡し会で受け

取ることができますので、くわしくは図書館へお問

合せください。ホームページでもご案内しています。


