
対象年齢

～3歳まで

参加費

2月1日・新サービス開始！

【利用できるかた】　福島市内に在住・在勤・在学で、図書貸出券をお持ちのかた
・インターネットサービスに登録済のかた…新たな手続きは不要
・インターネットサービス未登録のかた…オンライン申請または窓口でパスワードを取得
・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…窓口で手続きが必要
・スマートフォンに図書貸出券を表示して、図書の貸出などができます。
・インターネットサービスに登録（メールアドレスを登録）し、窓口でお申し込みください。
・オンライン申請でも受付しています。

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月２日（木）・19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

福島市立図書館 ふくよみの日
おとなのためのおはなし会

2月24日（金）
午前10時30分～10時50分

-
図書ボランティアの会によるおはなし会です。
対象：一般の方　定員：１０名

☎531-6551

☎531-6551

4歳～小学生

～3歳まで

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月16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

2月9日（木）・１2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～

2月19日（日） 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 2月5（日）・12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 おはなし会～冬のライブラリースペシャル～ 4歳～小学生

2月4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 2月1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 4歳～小学生 2月18日（土） 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 2月4日(土) 午前11時～

2月4日（土） 午前10時30分～

2月2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

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月9日(木) 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月16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 2月25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 2月9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

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月26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 2月18日(土) 午後2時～

☎549-1821

市立図書館広報 2023年
2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 2月18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
2月4・11・18・25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～2月16日（木）

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

2月24日（金） -
本を借りた方にプレゼントを差し上げます。
今月は「ミニチュアチョコレート」です！

☎526-4200

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

2月16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

北信学習センター図書室 親子で楽しむ！
絵本の時間

2月26日（日）
午前10時30分～12時

-
絵本を使って楽しい時間を過ごします。
対象：小学校低学年までのお子さんと保護者
定員：先着10組・2月6日（月）から受付（電話可）☎５５４-１１１５

デジタル利用券

【貸出点数・期間】2点・14日間　　【予約点数】2点
電子図書館サービス



　

私の半分はどこから来たのか 495/ｵｵﾉ

大野 和基∥著
思い出リバイバル F/ｱﾔｻ デジタルデータを収益化!NFT実践講座 007/ｵｻﾞﾜ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｵｶﾀﾞ

彩坂 美月∥著 小澤 隆博∥著

岡田 光司∥写真　岡田 康子∥文

501/ｲﾄｳ体はゆく
伊東 潤∥著 内田 早苗∥著

一睡の夢 F/ｲﾄｳ まちよみ・またよみ 019/ｳﾁﾀﾞ

赤い鉄橋を渡っていくよ
上田 秀人∥著 荻上 チキ∥編著

継ぐ者 F/ｳｴﾀﾞ 宗教2世 160/ｵｷﾞｳ

あなたがおなかのなかにいたとき家康の海 F/ｳｴﾏ

538/ｶｻｲ国産航空機の歴史

イギリス神話物語百科 164/ｹﾘｶﾞ スッキリ!がってん!5Gの本 E/ﾀﾞｹﾏ

E/ｽﾐｽ

多屋 光孫∥作

547/ｵｸﾑ

せきや ゆうこ∥文　嶽 まいこ∥絵

おばあちゃんへのおくりもの

植松 三十里∥著 マイケル・ケリガン∥著

レイン・スミス∥作

591/ｲﾀｸひとりで楽しく生きるためのお金大全
荻原 浩∥著 橋本 秀範∥監修

596/ﾋﾗﾉ

だがし屋のおっちゃんはおばちゃんなのか? E/ﾀﾔﾐワンダーランド急行 F/ｵｷﾞﾜ 梵字のきほん 186/ﾎﾞﾝｼﾞ

クドル∥文　ヘラン∥絵

611/ｲﾄｳ今日からはじめる農家の事業承継

鎌倉駅徒歩8分、空室あり F/ｵﾁﾂ

越智 月子∥著
人間のはじまりを生きてみる 209/ﾌｵｽ

まよなかのゆうえんち祝宴 F/ｵﾝﾕ 古代の刀剣 210.3/ｺｲｹ

ウクライナの家庭料理
チャールズ・フォスター∥著

絵で旅する国境 E/ﾍﾗﾝ

E/ﾃﾞｲｼﾞ

温 又柔∥著 小池 伸彦∥著 ギデオン・ステラー∥作　マリアキアラ・ディ・ジョルジョ∥絵

竹内 昌治、日比野 愛子∥著

セング・ソウン・ラタナヴァン∥作

648/ﾀｹｳ培養肉とは何か?息をつめて F/ｶﾂﾗ 一冊でわかるタイ史 223/ｶｷｻﾞ

きみだけの夜のともだち E/ﾗﾀﾅ

北方 謙三∥著 ヘルムート・オルトナー∥著

少年アヤ∥著

桂 望実∥著 柿崎 一郎∥著
チンギス紀 １５ F/ｷﾀｶ ヒトラー爆殺未遂事件1939 234/ｵﾙﾄ

最新世界切手地図
佐々木 譲∥著 畑 尚子∥著

堀 直子∥作

樹林の罠 F/ｻｻｷ 大奥御用商人とその一族 288/ﾊﾀﾋ

うまのこと Y913/ｼﾖｳ

693/ｴﾊﾞﾄ

高瀬 乃一∥著 池内 了∥著

みとみ とみ∥作

貸本屋おせん F/ﾀｶｾ 姫路回想譚 289/ｲｹｳ

いつか空の下で Y913/ﾎﾘﾅ踏切の幽霊 F/ﾀｶﾉ LISTEN 290/ﾔﾏｸﾞ

ある日、ぼうしをかぶったら Y913/ﾐﾄﾐ

Y93/ｽｺﾂ

高野 和明∥著 山口 智子∥著
虚ろな革命家たち 309/ｻｶﾞｱ

リビー・スコット、レベッカ・ウエストコット∥著

727/ﾏｼﾞﾏ見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン

長野 まゆみ∥著 佐賀 旭∥著

マイケル・モーパーゴ∥作

772/ﾔﾏｻﾞ「俳優」の肩ごしに

ゴッホの犬と耳とひまわり F/ﾅｶﾞﾉ

わたしはスペクトラム
成田 名璃子∥著 佐高 信∥著

ウルリヒ・フーブ∥作

788/ﾓﾝﾏアントニオ猪木 闘魂の遺伝子

世はすべて美しい織物 F/ﾅﾘﾀ 統一教会と改憲・自民党 312/ｻﾀｶ

ガリバーのむすこ任務 F/ﾏﾂﾓ 家族信託の教科書 324/ｼﾏﾀﾞ

箱舟に8時集合!
松本 清張∥著

Y94/ﾌﾌﾞｳ

Y93/ﾓﾊﾟｺﾞ

ランサムウエアから会社を守る 336/ﾗﾝｻ

吹雪の中の列車 Y989/ﾛﾌﾞﾗ

島田 雄左∥著
820/ﾊｼﾓ中国語は不思議

901/ｱﾄｳ

サリー・タグホルム、アンドレア・ミルズ∥著

三津田 信三∥著 佐藤 敦 ほか∥監修
耳の叔母 F/ﾑﾗﾀ 全47都道府県幸福度ランキング 361/ｾﾞﾝﾖ

ポエトリー・ドッグス 902/ｻｲﾄ

マト・ロヴラック∥作

B20/ﾊﾗﾘ

薬丸 岳∥著 葛西 リサ∥著

ユヴァル・ノア・ハラリ∥著

罪の境界 F/ﾔｸﾏ 13歳から考える住まいの権利 365/ｸｽﾞﾆ

はじめての聖書物語 B19/ﾀｸﾞﾎ

カメラにうつらなかった真実 B33/ﾊﾟﾄﾘ

柚月 裕子∥著 吉川 祐介∥著

エリザベス・パートリッジ∥文

教誨 F/ﾕｽﾞｷ 限界ニュータウン 365/ﾖｼｶ

人類の物語

シロかクロか、どちらにしてもトラ柄ではない

首ざむらい F/ﾖｼﾊ 「見る力」が弱い子どもへのサポートQ&A 378/ｵｸﾑ

山崎 努∥著

村田 喜代子∥著 寺島 実郎∥監修

みみそぎ F/ﾐﾂﾀﾞ

ルミナリーズ 933/ｷﾔﾄ 文系のためのめっちゃやさしい次元 421/ﾌﾞﾝｹ

橋本 陽介∥著

門馬 忠雄∥著

遠藤 周作∥著由原 かのん∥著 奥村 智人、三浦 朋子∥著
914.6/ｶﾅｲ

エレノア・キャトン∥著 浅井 祥仁∥監修

ロブ・シアーズ、トム・シアーズ∥著

914.6/ｶﾝｻ生きる意味
金井 美恵子∥著

光るマウスが未来をかえる B46/ﾓﾘｶ

森川 成美∥作

スペインの家 933/ｸﾂﾂ よくわかる最新有機化学の基本と仕組み 437/ｻｲﾄ

奥村 幸彦∥編著

板倉 京∥著

平野 顕子∥著

伊東 悠太郎、竹本 彰吾∥著

間嶋 沙知∥著

米津 祐介∥著

709/ｴｸﾊ

J・M・クッツェー∥著 齋藤 勝裕∥著

「探知犬図鑑」編集委員会∥編

914.6/ﾑﾚﾖたりる生活
姜 尚中∥著

大きな大きな大きな足あと B51/ｼｱｽﾞバーナデットをさがせ! 933/ｾﾝﾌﾟ 流されて生きる生き物たちの生存戦略 468/ﾖｼﾑ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

伊藤 亜紗∥著

笠井 雅直∥著

673/ｶｸﾔ100均資本主義

紙ヒコーキで遊ぼう!飾ろう! B75/ﾄﾀﾞﾀ

マリア・センプル∥著 吉村 真由美∥著

戸田 拓夫∥著

915.6/ｼｲﾅ失踪願望。
群 ようこ∥著

世界の探知犬図鑑 B64/ｾｶｲゼペット 933/ﾌﾞﾗｳ タコのはなし 484/ｲｹﾀﾞ

私と言葉たち 934/ﾙｸﾞｲ

レベッカ・ブラウン∥著 池田 譲∥著 椎名 誠∥著

アーシュラ・K・ル=グウィン∥著
フェンシング・マエストロ 963/ﾍﾟﾚｽ DMAT看護師になりたい 492/ﾃﾞｲﾏ

アルトゥーロ・ペレス=レベルテ∥著 菱沼 秀一　ほか∥著

消滅危機世界遺産

725/ﾖﾈｽﾞやさしいクレパス画

郭 洋春∥著

江波戸 昭∥編著

ペーテル・エークハウト∥著

小説作法の奥義

911.5/ﾊｷﾞﾜ萩原朔太郎大全

914.6/ｴﾝﾄﾞフランスの街の夜

斉藤 倫∥著

阿刀田 高∥著

朔太郎大全実行委員会∥編

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

2 日 月 火 水 木 金 土 2 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 月 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 26 27 28
2月4日・5日　信陵学習センター図書室臨時休室

休 館 中 の 図 書 の 返 却 は 、 図 書 返 却 ポ ス ト を ご 利 用 く だ さ い 。

『お墓、どうしてます？　キミコの巣ごもりぐるぐる日記』
（914.6/キタオ）

北大路 公子∥文　丹下　京子∥え　集英社

27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日は子どもライブラリーは開館

桔梗 有香子∥監修　　日東書院本社

森 明日香∥著　　角川春樹事務所

（F/モリア）

『写楽女』

『美しいねりきり』
（５９６/ウツク）

郷　土　資　料

『死に方がわからない』 『海賊シチュー』
（３６７/モンガ） （E/リドル）

門賀 美央子∥著　双葉社 ニール・ゲイマン∥文　クリス・リドル∥絵　カクイチ研究所

一 般 書 児 童 書

北海道の９月。気持ちのいい季節に父は旅立った…

と、しんみりする間もなく、著者はさまざまな手続きに

忙殺されるはめに。年金、携帯、クレジットカードに会

社。そしてお墓はどうしたらいいの？

大変な状況なのに思わず笑ってしまう、ユーモアあ

ふれるエッセイです。

お駒が奉公している地本問屋・耕書堂に出入りする

ようになった絵師は、見たこともないような役者絵を

描いて世間を驚かせた。その仕事を手伝うようになっ

たお駒は物静かな絵師と心を通わせるようになるが…。

福島市出身の著者が、謎多き絵師・写楽の製作現場

を描いた角川春樹小説賞受賞作。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

著者は独身、子なし、兄弟なし。いつか死んでしまった

時、誰にも見つけてもらえないのではないか…。そんな

心配から綺麗に人生を閉じる方法を色々調べてまとめ

ました。孤立死を防ぐにはどのようなサービスがある

のか、今からやるべき事は何なのか。満足のいく「死に

方」を模索していきます。

和菓子の中で、上生菓子と呼ばれる「ねりきり」は、

季節の花鳥風月をかたどった繊細な美しさが魅力で

す。菊や梅など古典的なものからダリアといった現代

的なものも作られています。この本では、ねりきり餡

の作り方から着色や成形、針やはさみ・箸などを用い

た細工の技術まで、オールカラーで紹介しています。

パパとママがお出かけの夜、ベビーシッターとしてやっ

てきたのはなんと海賊のコックでした。

後から海賊ご一行もやってきて、皆であつあつシチュー

を作ります。更に屋根裏からは帆が伸びてきて…。食べれ

ばみんな海賊になれる、ちょっと不思議な海賊シチュー！

あなたも一口いかがでしょう？

２ 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

２月２４日（金）のふくよみの日は

「貸出2倍キャンペーン」

市立図書館本館・分館・学習センター図書室で借り

ることができる冊数が通常１０冊までのところ２０冊

までになります。この機会にぜひご利用ください。


