
対象年齢

～3歳まで

参加費

パソコンやスマートフォン、タブレットから電子書籍の貸出ができるようになります。

スマートフォンに図書貸出券を表示して、図書の貸出などを行うことができます。

図書貸出券を持ち歩かなくても図書館資料を借りることができます。

（１）電子図書館は、福島市内に在住・在勤・在学で、図書貸出券をお持ちのかたが利用できます。

　　 ※福島市外にお住まいで福島市内に在勤・在学しているかたは、２月１日以降に手続きが必要です。

（２）電子図書館を利用するためには、図書貸出券とパスワード（インターネットサービスと共通）が必要です。

（３）電子図書館を利用するためのパソコン、タブレット端末等はご自身でご用意ください。

（４）電子図書館のご利用は無料です。ただし、電子図書館に接続するためのインターネット通信費用は利用者の負担となります。

赤ちゃんタイム 1月19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

福島市立図書館
（本館・分館・学習センター図書室） 臨時休館前の特別開催！

貸出２倍キャンペーン
1月22日（日） -

貸出冊数が通常１０冊のところ２０冊になりま
す。この機会にぜひご利用ください。

☎531-6551

市立図書館広報 2023年
1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 1月14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
1月7・14・21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～1月19日（木）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月22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 1月21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 1月19日(木) 午前10時30分～

松川学習センター図書室

☎567-2403

おはなしひろば 4歳～小学生 1月7日(土) 午前11時～

1月7日（土） 午前10時30分～

1月5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

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月12日(木) 午前10時30分～

☎554-1115 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月11日(水) 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室

もちずり学習センター図書室

☎534-2470

北信学習センター図書室 おはなしのとびら 4歳～小学生 1月14日(土) 午後2時～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月12日（木） 午前10時30分～

1月5日（木）・15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

吾妻学習センター図書室 おはなしのにじ 4歳～小学生 1月21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 1月19日（木） 午前10時30分～

☎531-6551

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 1月8日（日） 午後3時10分～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

※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。

デジタル利用券

電子図書館サービス

【予告】 ２月１日サービス開始！ 図書館がもっと便利に！ （詳細は後日お知らせします）

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

1月8日（日）・１2日（木）
ブックスタート：午前１１時～

ブックステップ：午前１１時３０分～

1月22日（日） 午後3時10分～

イベント名 開催日時 申込受付・ほか

　　　　　　　講　座　・　イ　ベ　ン　ト　　※臨時休館のため、１月のふくよみの日はお休みです。

施設名

☎526-4200 おはなし会プチ 4歳～小学生

北信学習センター図書室
えほんDEカルタ　冬の陣 1月7日（土）

午後1時～2時
-

絵本を取り札にしてカルタ取りをして遊びます。
申込：不要　　対象：幼稚園児～小学生
定員：10名（当日先着順）☎５５４－１１１５

福島市立図書館



　

世界で一番やさしい建築入門 520/ｺﾀﾞｲ

小平 惠一∥著
月の立つ林で F/ｱｵﾔ 「専門家」とは誰か 002/ｾﾝﾓ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｱｷｸ 

青山 美智子∥著 村上 陽一郎∥編

あきくさ あい∥さく・え 

542/ﾓﾘﾓ「モーター、マジわからん」と思ったときに読む本

あさの あつこ∥著 アンドリュー・スチュワート∥著
おもみいたします F/ｱｻﾉ 情報セキュリティの敗北史 007/ｽﾁﾕ

いぬのにっちゃんあきとふゆ
阿部 和重∥著 古田 徹也∥著

ULTIMATE EDITION F/ｱﾍﾞｶ このゲームにはゴールがない 115/ﾌﾙﾀ

ウマと話すための7つのひみつジャクソンひとり F/ｱﾝﾄﾞ

591/ｵｸﾀﾞはじめての金融リテラシー

結婚の技術 152/ｳｴｸ かぎ針編みの毎日ざぶとん E/ｶﾜﾀ      

E/ﾐｳﾗ          

ひろまつ ゆきこ∥文 こやま ともこ∥絵

594/ｶｷﾞﾊﾞ

河田 桟∥文と絵

みち

安堂 ホセ∥著 植草 美幸∥著

三浦 太郎∥作

596/ﾋﾀﾞｶみその本
小野寺 史宜∥著 島田 裕巳∥著

625/ｻﾂﾄ

かえりみちとっとこ E/ｺﾔﾏタクジョ! みんなのみち F/ｵﾉﾃﾞ 新宗教と政治と金 169/ｼﾏﾀﾞ

ステファニー・ロス・シソン∥文・絵　上遠 恵子∥監修

645/ｼﾌﾞﾔ猫の日本史

鎌倉残影 F/ｶﾏｸ

朝井 まかて　ほか∥著
風土記博物誌 210.3/ﾐｳﾗ

すきなものがちがうけど御家の大事 F/ｺﾉｴ <伊達騒動>の真相 212.3/ﾋﾗｶ

イチジクの歴史
三浦 佑之∥著

レイチェル・カーソン物語 E/ｼｿﾝ

E/ｺｲｲ

近衛 龍春∥著 平川 新∥著 リンダ・アシュマン∥文　イヴ・コイ∥絵 

吉岡 豊∥著

アリス・プロベンセン、マーティン・プロベンセン∥さく・え　

673/ﾖｼｵはじめての全部スマホでできる!ヤフオク!秋麗 F/ｺﾝﾉ 九龍城寨の歴史 222/ﾛｷﾝ

いろってなあに? E/ﾌﾟﾛﾍﾞ 

島本 理生∥著 ヘレナ・メリマン∥著

三宅 香帆∥著

今野 敏∥著 魯 金∥著
憐憫 F/ｼﾏﾓ 亡命トンネル29 234/ﾒﾘﾏ

切手デザイナーの仕事
中路 啓太∥著 沢木 耕太郎∥著

おの りえん∥文・絵

南洋のエレアル F/ﾅｶｼﾞ 天路の旅人 289/ﾆｼｶ

<萌えすぎて>絶対忘れない!妄想古文 Y910/ﾐﾔｹ    

693/ﾏﾍﾞｶ

中山 七里∥著 デメット・ギュゼイ∥著

斉藤 洋∥作

特殊清掃人 F/ﾅｶﾔ 冒険・探検・歩く旅の食事の歴史物語 290/ｷﾞﾕｾﾞ

オハヨウどろぼう Y913/ｵﾉﾘ       そして、よみがえる世界。 F/ﾆｼｼ シベリアのビートルズ 292/ﾀﾀﾞｱ

ティゲルファル Y913/ｻｲﾄ       

Y913/ｼｶﾞﾂ 

西式 豊∥著 多田 麻美∥著
危機の地政学 304/ﾌﾞﾚﾏ

四月猫あらし∥作

778/ﾉﾘｽ黒澤明の弁護士
西田 理酉∥著 イアン・ブレマー∥著

リンゼイ・ガルビン∥作

788/ﾎﾝﾀﾞホンダF1復活した最速のDNA

奥会津の人魚姫 F/ﾆｼﾀﾞ

ベランダのあの子
日比野 コレコ∥著 加谷 珪一∥著

エリナー・クライマー∥作

793/ﾏｽﾀﾞ花を飾る

ビューティフルからビューティフルへ F/ﾋﾋﾞﾉ スタグフレーション 332/ｶﾔｹ

ダーウィンのドラゴン青木きららのちょっとした冒険 F/ﾌｼﾞﾉ 心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100 336/ﾀﾅｶ

だれもしらない小さな家
藤野 可織∥著

Y93/ｸﾗｲ   

Y93/ｶﾞﾙﾋﾞ         

ヤクザと金融機関 338/ｶｲﾄﾞ

グリマー・クリークの奇跡 Y93/ﾊﾂｸ   

田中 弦∥著
817/ﾁﾕｳ中高生のための文章読本

835/ｴﾝﾀﾞ

西村 まさゆき∥著　辻原 康夫∥監修

真梨 幸子∥著 海棠 進∥著
私のことだま漂流記 F/ﾔﾏﾀﾞ 我々はどこから来て、今どこにいるのか?　（上・下） 362/ﾄﾂﾄﾞ

女を書けない文豪たち 910.2/ﾃﾞｲｵ

ステイシー・ハックニー∥作

B28/ｺﾊﾞﾔ        

吉森 大祐∥著 木田 哲生、三池 輝久∥著

小林 尊∥著

東京彰義伝 F/ﾖｼﾓ 親子の「どうしても起きられない」をなくす本 379/ﾐｲｹ

そうだったのか!国の名前由来ずかん B20/ﾆｼﾑ        

10代のうちに知っておきたい政治のこと B31/ｼﾞﾕｳ

米澤 穂信∥著 京極 夏彦　ほか∥著

越智 敏夫∥監修

栞と噓の季節 F/ﾖﾈｻﾞ ひどい民話を語る会 388/ﾋﾄﾞｲ

食べるスポーツ フードファイターの挑戦

98歳まで生きてわかった、「超ポジティブ思考」がいちばん!

カラスは言った F/ﾜﾀﾅ 日本人と自衛隊 392/ｽｷﾔ

NHK取材班∥著

山田 詠美∥著 エマニュエル・トッド∥著

さっちゃんは、なぜ死んだのか? F/ﾏﾘﾕ

子宮 923/ｾｲｶ ノーベル化学賞に輝いた研究のすごいところをわかりやすく説明してみた 430/ﾔﾏｸﾞ

澤田 英輔　ほか∥編

増田 由希子∥著

国立映画アーカイブ∥監修渡辺 優∥著 アーロン・スキャブランド∥著
914.6/ｳﾉﾁ

盛 可以∥著 山口 悟∥著

小宮 輝之∥監修

915.6/ﾔﾏﾀﾞ風の便り
宇野 千代∥著

友だちのこまったがわかる絵本 B37/ﾄﾓﾀﾞ

WILLこども知育研究所∥編・著 赤木 和重∥監修

最善の人生 929/ｲﾑｿ 山火事と地球の進化 457/ｽｺﾂ

飛田 和緒∥著

デイヴィッド・C.サットン∥著

渋谷 申博∥著

乗杉 純∥著

711/ｵｵｵ

イム・ソルア∥著 アンドルー・C.スコット∥著

服部 文祥∥著

916/ｺｶｼﾞ寿命が尽きるか、金が尽きるか、それが問題だ

山田 風太郎∥著
鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 B48/ﾄﾘﾉ    わたしのペンは鳥の翼 929/ﾜﾀｼ 旅する地球の生き物たち 468/ｼﾔｿ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

森本 雅之∥著

奥田 真之、大藪 千穂∥著

689/ｵﾝｾ温泉むすめPERFECT GUIDEBOOK

未来の食べもの大研究 B61/ﾐﾗｲ    

アフガニスタンの女性作家たち∥著　古屋 美登里∥訳 ソニア・シャー∥著

石川 伸一∥監修

935/ｼｴﾊﾟいきている山
こかじ さら∥著

お金に頼らず生きたい君へ B61/ﾊﾂﾄ平和を愛したスパイ 933/ｳｴｽ パンダが日本にやってきた! 489/ﾊﾟﾝﾀﾞ

ガルシア・マルケス論 960/ｶﾞﾙｼ

ドナルド・E.ウェストレイク∥著 日本パンダ保護協会∥監修 ナン・シェパード∥著

マリオ・バルガス・ジョサ∥著
パラディーソ 963/ﾚｻﾏ イギリス花粉学者の科学捜査ファイル 498/ｳｲﾙ

ホセ・レサマ=リマ∥著 パトリシア・ウィルトシャー∥著

四季を彩る美しいヒンメリ

721/ﾘﾝﾊﾟ琳派原寸美術館

エンバウンド∥監修

間部 香代∥著

大岡 真奈∥著

フローチャートでわかる英語の冠詞

911.5/ｲﾘﾀ入谷寿一詩集

912.7/ｸﾛｻ脚本家黒澤明

イザベラ・ディオニシオ∥著

遠田 和子∥著

入谷 寿一∥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。



　

2023年 印の日は休館日 2023年 印の日は休館日

1 日 月 火 水 木 金 土 1 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 6 7 月 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 29 30 31

一 般 書 児 童 書

『中国パンダ外交史』 『やまだめいたちのえにっき』
（３１９/イエナ） （Y９１３/ヤマダ）

家永 真幸∥著　講談社 山田 美津子∥さく　理論社

『作ろう！フライドチキンの骨格標本』
（４８８/シガケ）

郷　土　資　料

志賀 健司∥著　　緑書房

金子 信久∥著　　東京美術

（K721/シバコ）

『もっと知りたい司馬江漢と亜欧堂田善』

図書館システム更新のため１月２４日から１月３１日まで本館・分館・学習センター図書室は休館します（本館は２３日から）

『京都に咲く一輪の薔薇』
（９５３/バルベ）

ミュリエル・バルベリ∥著　早川書房

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

子どもライブラリー2日、3日開館・本館のみ２３日閉館

フランスで生まれ育った40歳のローズのもとに、

会ったことのない日本人の父が亡くなったとの報せが

届きます。相続の手続きのために京都へ赴いたローズ

は、父のアシスタントだったポールに案内されて京都

の各地を巡ることになり…。

フランスの「本屋大賞」受賞作家による長編小説です。

江戸時代の洋風画家・亜欧堂田善。須賀川の商家に

生まれた田善は、白河藩主・松平定信に起用されて画

家の道へ進みました。油彩画や水墨画を描いたほか、

日本初の銅版解剖図をはじめとする数多くの銅版画作

品を残しました。同時代に活躍した司馬江漢の作品と

ともに、その魅力を解説します。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

中国のごく一部にしか生息していない白黒でふわふ

わの珍獣パンダ。１９世紀半ば、先に世界がその魅力を

発見し、はじめて価値に気付いた中国は、以降積極的

にパンダを外交に利用していきます。日中戦争から今

日に至るまで、愛くるしいパンダが果たした役割と、中

国外交の特徴について明らかにします。

おいしく食べたフライドチキンの骨を材料にして、博

物館で展示されるような骨格標本を作ってみません

か？ 鳥の骨格を実際に観察すると、滅んでしまった

恐竜と、その子孫である鳥に多くの共通点があること

がわかります。骨を通して生物の進化の歴史を身近に

感じることができます。

お休みの日、絵日記が宿題に出ためいちゃん。どこにも

行っていないし、何も書くことがなくて困っています。と

ころが、お昼寝から起きためいちゃんが見たのは、書いた

覚えのない絵日記でした。びっくりして絵日記帳をめくる

と、それはめいちゃんの字と絵にそっくりで…。一体誰が

書いたのでしょう？

１ 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

図書館の臨時休館について【全施設】

図書システムの更新作業のため下記日程により休

館します。休館中は、貸出、貸出期間の延長、ウェブ

サイトからの検索・予約はできません。

・本館（松木町１－１） １月２３日（月）～１月３１日（火）

・西口ライブラリー、子どもライブラリー、

学習センター図書室 １月２４日（火）～１月３１日（火）


