
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。

※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。

西口ライブラリー 朗読会
ことのはの時間（とき）

12月10日（土）
午後2時30分～3時

-
申込：不要
対象：大人（定員15名）
職員による朗読会を行います。☎525-4023

福島市立図書館
ふゆのふくよみまつり

12月24日（土）
午前10時～12時

午後1時30分～3時30分
-

対象：4歳～小学生（申込不要・先着順）
おはなし会（各定員10名）やゲームなどを行
います。☎531-6551

松川学習センター図書室 めざせ☆としょしつマスター！！

クリスマススペシャル2022
12月24日（土）
～12月25日（日）

子どもライブラリー 読み聞かせボランティア向け講座

「小道具を使ったおはなし会」
～２羽のことりを作ってみよう～

12月16日（金）
午後2時～午後4時

-
定員：10名・先着制
12月2日（金）9時30分から受付(電話可)

☎526-4200

-
図書室を探検しながらクイズに答えよう！全
問正解した子にはプレゼントを差し上げます。
対象：小学生まで☎567-2403

子どもライブラリー ふくよみの日
本をかりようキャンペーン

12月24日（土） -
本を借りた小学生までの方にプレゼント「わく
わくおたのしみセット」を差し上げます。
※午後3時10分からはおはなし会を開催。

☎531-6551

☎526-4200

市立図書館広報 2022年
12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 冬のおはなしのくれよんスペシャル 4歳～小学生 12月10日(土) 午後２時～

福島市立図書館 どようびのおはなし会 4歳～小学生
12月3・10・17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～12月15日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月25日(日) 午前10時30分～

清水学習センター図書室 冬のおはなしポケットスペシャル 4歳～小学生 12月10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 12月15日(木) 午前10時30分～

もちずり学習センター図書室 おはなしパレード 4歳～小学生 12月17日（土） 午後2時～

松川学習センター図書室

☎567-2403

冬のおはなしひろばスペシャル 4歳～小学生 12月3日(土) 午前11時～

12月3日（土） 午前10時30分～

12月1日（木） 午前10時30分～

冬のおはなしロケットスペシャル

おひざにだっこのおはなし会

4歳～小学生

～3歳まで

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月8日(木) 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月7日（水） 午前10時～

北信学習センター図書室 冬のおはなしのとびらスペシャル 4歳～小学生

おはなしひろば～ふくよみスペシャル～ 4歳～小学生 12月24日(土) 午前11時～

12月10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 12月7日(水) 午前10時30分～

吾妻学習センター図書室 おはなしのにじスペシャル 4歳～小学生 12月17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 12月22日（木） 午前10時30分～

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

12月8日（木）・１1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～

12月11日（日） 午前11時30分～・午後3時10分～

イベント名 開催日時

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 12月4日（日） 午後3時10分～

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おはなしカーニバル～ふゆのまき～ 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月18日（日） 午前11時～

-
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）

子どもライブラリー



　

「確かに、しかし」で生き方上手

892/ﾊﾝﾄﾞ教養としての「ラテン語の授業」

914.6/ｶﾜﾓひとり遊びぞ我はまされる

清水 建二∥著

樋口 裕一∥著

ハン･ドンイル∥著

川崎誠二のちいさな木彫り

728/ﾘﾝｼ臨書の基本

川辺 謙一∥著

藤井 青銅 ほか∥著

川崎 誠二∥著

山本 文緒∥著
家の本 973/ﾊﾞｲﾔ 聴こえの障がいと補聴器・人工内耳入門 496/ｸﾛﾀﾞ

アンドレア・バイヤーニ∥著 黒田 生子∥編著　森 尚彫∥著

兎の島 963/ﾅﾊﾞﾛ 「死んだふり」で生きのびる 481/ﾐﾔﾀ

無人島のふたり 915.6/ﾔﾏﾓ

エルビラ・ナバロ∥著 宮竹 貴久∥著 柞刈 湯葉∥著
苦手から始める作文教室 B81/ﾂﾑﾗ

アンソニー・ホロヴィッツ∥作 高野 丈∥文・写真

津村 記久子∥著

915.6/ｲｽｶSF作家の地球旅行記
湊 かなえ∥著

だいどころのたね B61/ﾀﾞｲﾄﾞ

世にも美しい変形菌 473/ﾀｶﾉ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

寺薗 淳也∥著

川島 拓郎∥著

686/ｶﾜﾍﾞ世界と日本の鉄道史

ジェフリー・ディーヴァー∥著 森田 正光∥著
914.6/ﾐﾅﾄ湊かなえのことば結び

草思社編集部∥編
はじめての宇宙旅行ガイド　（１） B53/ﾊｼﾞﾒホロヴィッツホラー 933/ﾎﾛﾋﾞ

933/ﾃﾞｲﾊﾞ 気象予報士という生き方 451/ﾓﾘﾀ

長野 ゆか∥著

岩田 知也∥著

山口 まり∥著

清和 研二∥著

梶野 絵奈∥著

山本 翔麗∥監修

713/ｶﾜｻ

余 華∥著 フランク・ウィルチェック∥著

寺薗 淳也∥監修

914.6/ｻﾂｶ作家の老い方
小手鞠 るい∥作

知らなかった!おなかのなかの赤ちゃん図鑑 B49/ｼﾗﾅ

増崎 英明∥監修
真夜中の密室

文城 923/ﾕｲﾎ すべては量子でできている 420/ｳｲﾙ

コリン・ソルター∥著

廣本 泉∥著

川本 三郎∥著森 明日香∥著 ポール・クリスタル∥著
914.6/ｺﾃﾞﾏお母ちゃんの鬼退治

写楽女 F/ﾓﾘｱ <図説>お菓子の文化誌百科 383/ｸﾘｽ

橘 蓮二∥編・写真

林 泰広∥著 岡野 あつこ∥著

川のほとりに立つ者は F/ﾃﾗﾁ

きのこ B47/ｷﾉｺ

水生 大海∥著 内田 利広、内田 純子∥著

保坂 健太郎∥ほか監修・執筆

女の敵には向かない職業 F/ﾐｽﾞｷ スクールカウンセラーという仕事 371/ｳﾁﾀﾞ

屋根のうえのバトンリレー B38/ﾖｺﾂ

原田 ひ香∥著 南野 奈津子∥編集代表

横塚 眞己人∥写真と文

老人ホテル F/ﾊﾗﾀﾞ 地域で取り組む外国人の子育て支援 369/ﾁｲｷ

世界を平和にする第一歩 B31/ｾｶｲ

河出書房新社∥編

寺地 はるな∥著 和田 浩明　ほか∥著
魔物が書いた理屈っぽいラヴレター F/ﾊﾔｼ 夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法 367/ｵｶﾉ

いきもの英単語 834/ｼﾐｽﾞ

百々 佑利子∥著

Y95/ﾌｵﾝ

Y936/ｼﾕﾙ

彼女はなぜ、この国で 329/ｶﾉｼﾞ

星ぼしでめぐるギリシア神話 Y991/ﾎｼﾎﾞ

梶原 一義∥著
801/ｿﾙﾀ世界を変えた100のシンボル　（上・下）

809/ﾋｸﾞﾁ

チャンスわれ去りしとも美は朽ちず F/ﾀﾏｵ 日本型「談合」の研究 326/ｶｼﾞﾊ

ロザリーのひみつ指令
玉岡 かおる∥著

スノーマン
周防 柳∥著 カーラ・パワー∥著

ティモテ・ド・フォンベル∥作

788/ﾋﾛﾓ三菱モータースポーツ史

うきよの恋花 F/ｽｵｳ 普通の若者がなぜテロリストになったのか 316/ﾊﾟﾜｶ

マイケル・モーパーゴ∥作　レイモンド・ブリッグズ∥原作

763/ｶｼﾞﾉ日本のヴァイオリン史
古矢永 塔子∥著 イザベル・ウィルカーソン∥著

ユリ・シュルヴィッツ∥作

779/ﾔﾅｷﾞ噺家小三治

今夜、ぬか漬けスナックで F/ｺﾔﾅ

F/ｷｼﾞｶ 旅は旨くて、時々苦い 290/ﾔﾏﾓ

なりたいわたし Y913/ﾑﾗｶ

Y93/ﾓﾊﾟｺﾞ

木地 雅映子∥著 山本 高樹∥文　写真
カースト 316/ｳｲﾙ

岳 真也∥著 松居 直∥著

村上 しいこ∥作

家康と信康 F/ｶﾞｸｼ 私のことば体験 289/ﾏﾂｲ

バンピー Y913/ｲﾄｳぼくらは、まだ少し期待している

河合 莞爾∥著 馬場 朝子∥著

いとう みく∥著

豪球復活 F/ｶﾜｲ ロシアのなかのソ連 238/ﾊﾞﾊﾞﾄ

化け之島初恋さがし三つ巴　（１） Y913/ｲｼｶ

699/ｼﾝｶ

笠井 潔∥著 保阪 正康∥著

石川 宏千花∥著

奥山 景布子∥著 0
煉獄の時 F/ｶｻｲ 世代の昭和史 210.7/ﾎｻｶ

深解釈オールナイトニッポン

松下 東子、林 裕之∥著

ポリー・フェイバー∥文　ハリエット・ホブデイ∥絵 

675/ﾏﾂｼ日本の消費者はどう変わったか葵のしずく F/ｵｸﾔ 写真で比べる中国大都市の近現代　（1・2） 222/ｼﾔｼ

よるのあいだに… E/ﾎﾌﾞﾃﾞ

ネネット E/ﾄﾞﾗｸ

E/ｼﾌｱ

沖田 円∥著 磐下 徹∥著 ケアリー･フェイガン∥文　ディーナ・シーファリング∥絵

アトランティス=ムーの系譜学 209/ｼﾖｳ

おうかんはだれのもの喫茶とまり木で待ち合わせ F/ｵｷﾀ 郡司と天皇 210.3/ｲﾜｼ

ダリア
庄子 大亮∥著

水底のスピカ F/ｲﾇｲ 信仰の現代中国 162/ｼﾞﾖﾝ

アレクサンドラ・ガリバル∥作　シビル・ドゥラクロア∥絵

653/ｾｲﾜスギと広葉樹の混交林

首切り島の一夜 F/ｳﾀﾉ

歌野 晶午∥著

伊東 潤∥著 安藤 寿康∥著

ささき ふみひこ∥著

596/ｲﾜﾀ手網でかんたんコーヒー焙煎
乾 ルカ∥著 イアン・ジョンソン∥著

627/ﾔﾏｸﾞ

くろ E/ｷｸﾁ

E/ｶﾀﾔ

E/ｻｻｷ

きくち ちき∥作

591/ﾅｶﾞﾉ

片山 健∥作

ひかるめのなぞ

140/ﾅｶﾉ

ぴーぴーばっくしまーす天下大乱 F/ｲﾄｳ

547/ｶﾜｼイラストでそこそこわかるネットワークプロトコル

生まれが9割の世界をどう生きるか 141/ｱﾝﾄﾞ 実践!はじめてのホームファイリング

はぐれんぼう F/ｱｵﾔ 老年の読書 019/ﾏｴﾀﾞ

いのちがかえっていくところ
泉 ゆたか∥著 中野 明∥著

れんげ出合茶屋 F/ｲｽﾞﾐ 図解・最新心理学大事典

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｲﾄｳ

青羽 悠∥著 デイトラ∥著

最上 一平∥作　伊藤 秀男∥絵

538/ﾃﾗｿﾞ宇宙開発の不都合な真実
青山 七恵∥著 前田 速夫∥著

都市防災がわかる本 519/ﾄｼﾎﾞ

防災リスク管理研究会∥編
幾千年の声を聞く F/ｱｵﾊﾞ Web系フリーランス働き方超大全 007/ｳｴﾌﾞ

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

12 日 月 火 水 木 金 土 12 日 月 火 水 木 金 土
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一 般 書 児 童 書

『カーサ・ヴェルディ　世界一ユニークな音楽家のための高齢者施設』 『私立探検家学園 1　はじまりの島で』
（３６９/フジタ） （Y９１３/サイト）

藤田 彩歌∥著　　ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 斉藤 倫∥著　福音館書店

『日本語ラップ名盤１００』
（７６７/インフ）

郷　土　資　料

韻踏み夫∥著　　イースト・プレス

柳沼 テル子∥著　　民報印刷

（K２８９/ヤギヌ）

『ヤギさんの青春』

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

『永遠年軽』
（F/オンユ）

温 又柔∥著　講談社

２８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

２７日～３０日は子どもライブラリーのみ開館

高校で出会った美怜と圭一と由起子。台湾と日本

のハーフであることに悩む美怜を圭一は支えようと

します。由起子は2人を見守りつつも複雑な気持ち

を抱えていました。不安や焦りに囚われていた学生

時代から、幸せを肯定できるようになるまでの約20

年を描いた表題作のほか、2編を収録した短編集で

す。

川俣町在住の著者は、昭和３３年に中学校卒業後、福

島市の明治病院へ住み込みで就職しました。見習い看

護婦として洗濯・消毒作業に手術の補助など大変なこ

ともあれば、当時流行のロカビリーやできたばかりの

福島市公会堂で演奏会を楽しむなど、充実した青春時

代が綴られています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

カーザ・ヴェルディは、イタリア・ミラノにある高齢者施

設です。住んでいるのは、高齢のため引退した一流音

楽家と、市内の音大に通う学生たち。留学中、若手音楽

家として入居した著者が、施設での生活を綴りました。

音楽家でなくても、カーザ・ヴェルディに住みたくなる

1冊です。

ヒップホップが誕生してから約５０年。日本では８０

年代にいとうせいこうや近田春夫といった文化的エ

リートがいち早く取り入れ、９０年代半ばに日本語ラッ

プ作品が大ヒットして広く知れ渡るようになりました。

国籍やジェンダーの枠を超え、今なお進化し続ける日

本語ラップを分かりやすく解説します。

小学５年生、松田コロンの転校先は「私立探検家学園」。

世界中から探検家を目指す子ども達が集まる学校は、最

新技術を用いた装備や施設、既存の枠には収まりきらな

い授業など、何から何まで普通じゃない。夏休み直前、初

めての「実習」で告げられたミッションは…。ワクワクする

シリーズ開幕です！

１２ 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。


