
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。

福島市立図書館 ふくよみの日
本を借りようキャンペーン

11月２４日（木） -
本を借りた方にプレゼントをさしあげます。
対象：高校生以下

☎５３１－６５５１

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月10日(木) 午前10時30分～

福島市立図書館
子どもライブラリー

手でさわる絵本
新作展・準新作展

10月27日（水）～
11月10日（水）の開館日

-
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

-
図書ボランティアの会による朗読会です。
対象：大人(定員１０名）
申込：不要（当日先着順）☎５３１－６５５１

11月3日（木） 午前１１時３０分・午後3時10分

イベント名

福島市立図書館

市立図書館広報 2022年
11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 11月12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
11月5・12・19・26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～11月17日（木）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11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 11月19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 11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 11月26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 11月2日(水) 午前10時30分～

松川学習センター図書室

秋のおはなしひろばスペシャル 4歳～小学生 11月13日(日) 午前11時～

4歳～小学生 11月5日(土) 午前11時～飯坂学習センター図書室 おはなしひろば

おはなしロケット 4歳～小学生 11月5日（土） 午前10時30分～
☎567-2403

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月10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 11月12日(土) 午後2時～

開催日時 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 11月19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 11月24日（木） 午前10時30分～

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 11月6・13日 午後3時10分～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月10・20日 午前11時～

※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。

福島市立図書館 ブックスタートお渡し会
ブックステップお渡し会

11月10日（木）・１３日（日）
ブックスタート：午前１１時～

ブックステップ：午前１１時３０分～

-
本のプレゼントのほか家庭での読み聞かせの
アドバイスをします。※窓口、電話で受け付け
ています。定員：各６組（予約制）☎５３１－６５５１

～3歳まで

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

11月24日（木） -
本を借りた方にプレゼントをさしあげます。
11月は「くだものコースター」です！

☎５２６－４２００

☎526-4200 おはなし会 ～秋のライブラリースペシャル～

福島市立図書館
大人のためのおはなし会

１１月３日（木・祝）
午前１０時３０分～１０時５０分

午後２時～２時２０分

赤ちゃんタイム
１１月１７日（木）

午前９時３０分～１２時
-

少し賑やかでも大丈夫！　乳幼児連れの保護
者が周囲に気兼ねなく図書館を利用できる時
間を設けます。☎５３１－６５５１

☎５３１－６５５１

センサーを手のひらに当てて自分の野菜充足
度を測定します。（申込不要）

-11月10日（木）
午後1時～3時

ベジチェック測定会
福島市立図書館

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）

☎５３１－６５５１



　

イラストでわかる空調設備のメンテナンス 528/ﾅｶｲ

中井 多喜雄、石田 芳子∥著
乱鴉の空 F/ｱｻﾉ 最新Web3とメタバースがよ～くわかる本 007/ﾅｶﾞﾊ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｲﾉｳ

あさの あつこ∥著 長橋 賢吾∥著

荻田 泰永∥文 井上 奈奈∥絵

537/ﾃﾞｲｱDIYでキャンピングカーを作る
五十嵐 貴久∥著 井上 拓∥著

奇跡を蒔くひと F/ｲｶﾞﾗ SNS別最新著作権入門 021/ｲﾉｳ

PIHOTEK
石沢 麻依∥著 笠間 リョウ∥著

月の三相 F/ｲｼｻﾞ 思考実験BEST50 116/ｶｻﾏ

橋の上でペットショップ無惨 F/ｲｼﾀﾞ

543/ｵﾏﾂ廃炉とは何か

マルクス・アウレリウス「自省録」を読む 131/ﾏﾙｸ よくわかる最新代替肉の基本と仕組み E/ｻｶｲ

E/ﾏﾂﾅ

川島 京子∥文 ささめや ゆき∥絵

588/ｻｲﾄ

湯本 香樹実∥文 酒井 駒子∥絵

ふっと…

石田 衣良∥著 岸見 一郎∥著

内田 麟太郎∥文 松成 真理子∥絵

594/ﾄﾞﾗｲドライフラワーデザイン図鑑200
石持 浅海∥著 角 茂樹∥著

601/ﾏﾁｽﾞ

すなはまのバレリーナ E/ｻｻﾒ高島太一を殺したい五人 F/ｲｼﾓ ウクライナ侵攻とロシア正教会 198/ｽﾐｼ

アルフレド・ソデルギット∥さく

616/ﾉｳｶ農家が教えるわくわくマメつくり

切腹屋 F/ｲﾜｲ

岩井 三四二∥著
東アジアからみた「大化改新」 210.3/ﾆﾄｳ

わすれないでね赤虫村の怪談 F/ｵｵｼ 悪党たちの中華帝国 222/ｵｶﾓ

まちづくり仕組み図鑑
仁藤 敦史∥著

カピバラがやってきた E/ｿﾃﾞﾙ

E/ｶﾀﾘ

大島 清昭∥著 岡本 隆司∥著 ジーン・ウィリス∥文 ラケル・カタリナ∥絵

大森 義裕∥著

アメリ・ジャヴォー∥文 アニック・マソン∥絵 

666/ｵｵﾓ金魚いろ×かたち謎解き図鑑たとえば、葡萄 F/ｵｵｼ ドレスデン爆撃1945 234/ﾏﾂｹ

わたしがいじわるオオカミになった日 E/ﾏｿﾝ

荻堂 顕∥著 グウェン・ストラウス∥著

おくやま ゆか∥さく

大島 真寿美∥著 シンクレア・マッケイ∥著
ループ・オブ・ザ・コード F/ｵｷﾞﾄﾞ ザ・ナイン 235/ｽﾄﾗ

図解と写真でわかる教養が身につく!日本の鉄道150年史

君嶋 彼方∥著 ミハイル・ゴルバチョフ∥著

福音館書店「母の友」編集部∥編

夜がうたた寝してる間に F/ｷﾐｼﾞ 我が人生 289/ｺﾞﾙﾊﾞ

三まいのはがき Y913/ｵｸﾔ

686/ﾂｼﾞﾖ

久保 りこ∥著 藤 えりか∥著

鳥美山 貴子∥著

爆弾犯と殺人犯の物語 F/ｸﾎﾞﾘ 「ナパーム弾の少女」五〇年の物語 289/ﾌｱﾝ

こどもに聞かせる一日一話 Y913/ｺﾄﾞﾓ浅草ルンタッタ F/ｹﾞｷﾀﾞ 越境する出雲学 291.0/ｵｶﾓ

黒紙の魔術師と白銀の龍 Y913/ﾄﾘﾐ

Y913/ﾌｼﾞﾀ

劇団ひとり∥著 岡本 雅享∥著
忘却にあらがう 304/ｱｽﾞﾏ

藤谷 治∥著

763/ﾎﾞｶﾛボカロソングガイド名曲100選
今野 敏∥著 東 浩紀∥著

ダイアナ・ハーモン・アシャー∥作

774/ﾅｶﾑ中村吉右衛門舞台に生きる

マル暴ディーヴァ F/ｺﾝﾉ

ソクラてすのすけ
雫井 脩介∥著 セルヒー・ルデンコ∥著

ピーター・カーナバス∥作

788/ｼﾝﾆ新日本プロレス50年物語　第１巻

クロコダイル・ティアーズ F/ｼｽﾞｸ ゼレンスキーの素顔 312/ﾙﾃﾞﾝ

アップステージうさぎの町の殺人 F/ｼﾕｳ 若者たちのBC級戦犯裁判 329/ﾉﾐﾔ

父さんのゾウ
周木 律∥著

Y93/ｶﾅﾊﾞ

Y93/ｱｼﾔ

教養としての決済 338/ﾚｲﾌﾞ

ふしぎなメリーゴーラウンド Y94/ﾌﾞﾙﾑ

野見山 剛∥著
902/ｱﾂｶ阿津川辰海読書日記

911.3/ﾏﾕｽﾞ

岡本 啓史∥著

遠田 潤子∥著 ゴットフリート・レイブラント、ナターシャ・デ・テラン∥著

鬼女 F/ﾅﾙﾐ どうして男はそうなんだろうか会議 367/ﾄﾞｳｼ

やがて魔女の森になる 911.5/ｶﾜｸﾞ

リーザ=マリー・ブルーム∥作

B28/ﾅｶﾑ

乃南 アサ∥著 藤田 彩歌∥著

松島 恵利子∥著

家裁調査官・庵原かのん F/ﾉﾅﾐ カーザ・ヴェルディ 369/ﾌｼﾞﾀ

なりたい自分との出会い方 B15/ｵｶﾓ

世界の魔よけ図鑑 B38/ｾｶｲ

松井 今朝子∥著 安田 祐輔∥著

三国 信一、土谷 輪∥監修 本作り空Sola∥編

愚者の階梯 F/ﾏﾂｲ 未来が変わる勉強法 376/ﾔｽﾀﾞ

中村哲物語 

伽羅を焚く

孤島の飛来人 F/ﾔﾏﾉ 独学の教室 379/ﾄﾞｸｶﾞ

中村 吉右衛門∥著

鳴海 風∥著 澁谷 知美、清田 隆之∥編

イオカステの揺籃 F/ﾄｵﾀﾞ

太陽が死んだ日 923/ｲｴﾝ かこさとし科学絵本の世界 407/ﾌｼﾞｼ

阿津川 辰海∥著

週刊プロレス∥編

小田嶋 隆∥著山野辺 太郎∥著 読書猿 ほか∥著
914.6/ﾀｹﾆ

閻 連科∥著 藤嶋 昭∥著

藤井 一至∥監修

914.6/ﾎﾘﾀ木の十字架
竹西 寛子∥著

ものづくりっておもしろい！おもちゃから乗り物まで B54/ｺﾊﾞﾔ

小林 竜太∥著
かくて彼女はヘレンとなった 933/ｸﾆｷ 複素関数入門 413/ﾅｶｼﾞ

齋藤 勝裕∥著

フローリスト編集部∥編

佐藤 将之 ほか∥著

農文協∥編

柴 那典 ほか∥編

小林 真理∥著

726/ｸﾛﾀﾞ

キャロライン・B・クーニー∥著 中島 匠一∥著

三輪 恭嗣∥監修 

914.6/ﾘｺﾄ透明な膜を隔てながら
堀 辰雄∥著

土の大研究 B61/ﾂﾁﾉ光を灯す男たち 933/ｽﾄﾈ お天気ハンター、異常気象を追う 451/ﾓﾘｻ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

尾松 亮∥著

673/ﾉｸﾞﾁ人気キャラクターを活かした「販促キャンペーン」の仕掛け方

おぼえようバドミントンのルール B78/ｳｴﾀﾞ

エマ・ストーネクス∥著 森 さやか∥著

上田 敏之∥著

915.6/ｻｲﾄこの場所、何かがおかしい
李 琴峰∥著

はじめてのハムスターそだてかたブック B64/ﾊｼﾞﾒ子供が王様 953/ﾋﾞｶﾞﾝ カモフラージュ 481/ﾊﾟｶｽ

ウクライナ戦争日記 989/ｳｸﾗ

デルフィーヌ・ド・ヴィガン∥著 スティーブ・パーカー∥著 最東 対地∥著

Stand With Ukraine Japan∥編

「幸せの列車」に乗せられた少年 973/ｱﾙﾄﾞ 水俣病闘争史 493/ﾖﾈﾓ

ヴィオラ・アルドーネ∥著 米本 浩二∥著

旅のネコと神社のクスノキ

751/ｺﾊﾞﾔ陶芸の美

野口 光幸∥著

辻 良樹∥著

池澤 夏樹、黒田 征太郎∥著

北落師門

914.6/ｳﾁﾀﾞ絵本のことば詩のことば

914.6/ｵﾀﾞｼﾞ小田嶋隆のコラムの向こう側

川口 晴美∥著

黛 まどか∥著

内田 麟太郎∥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

11 日 月 火 水 木 金 土 11 日 月 火 水 木 金 土
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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

『翼っていうのは嘘だけど』
（９５３/セラフ）

フランチェスカ・セラ∥著　早川書房

３0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

２３日は西口ライブラリーのみ閉館
３0日は子どもライブラリーのみ開館

笹田 昌宏∥著　　イカロス出版

関 幸彦∥著　　吉川弘文館

（K２１２.０/セキユ）

『奥羽武士団』

『ランプ小屋の魔力』
（５１６/ササダ）

郷　土　資　料

『原爆ドーム 再生の奇跡』 『考えると楽しい地図』
（３１９/フルカ） （B44/イマイ）

古川 修文∥著　　南々社 今和泉 隆行∥著　梅澤 真一∥監修　くもん出版

一 般 書 児 童 書

上級生の人気グループに入り注目されていた高校

生のガランスが突然失踪してしまいます。警察の捜

査により、彼女の動画がネットに流出、炎上していた

ことが判明し、大人たちには見えていなかった事実

が徐々に明らかに…。

若者のSNSの闇をあぶり出す、フランスの新星に

よるデビュー作です。

平泉藤原氏が滅びた後、陸奥・出羽両国は鎌倉・室町

体制の影響を強く受け、東国・関東から多くの武士が

移り住みました。相馬・蘆名・伊達氏らもこの頃に移住・

同化した氏族です。

奥羽で勢力をふるった中世武士の出自や系譜、活動

を氏族ごとに解説しており、奥羽武士と関東との関わ

りも見えてきます。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

終戦後、保存か解体かで意見が分かれていた「原爆

ドーム」。世論の後押しもあり保存が決まったものの、

戦争遺跡として永く残すためには様々な苦労がありま

した。保存工事に関する詳細な記録や当時の貴重な写

真・図版とともに、原爆ドームが平和の象徴となるまで

の過程を描きます。

明治・大正期には、鉄道施設に煉瓦の「ランプ小屋」

が多く作られましたが、今では全国でも50を下回る

数しか残っていません。福島市には庭坂駅と松川駅に

あり、庭坂駅のランプ小屋は、著者いわく「日本最高峰

の仕上がり」！ 全国のランプ小屋を訪ね、煉瓦建築

ならではの見どころを解説しています。

地理地形を正確に描いた地図や、町の様子をデフォルメ

して描いた観光案内図など、伝えたいことによって地図

は見た目も表し方も違います。この本では、いろいろな地

図の特徴やルールを学ぶことで、地図に隠された情報を

読み解く思考力が鍛えられます。一枚の地図から町の風

景や歴史、地形などを親子で一緒に楽しんでみませんか。

１１ 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。


