
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。

【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。

福島市立図書館 「図書館のお仕事体験」
参加者募集

9月24日（土）
午前9時30分～12時

-
カウンター業務やバックヤードツアー等の体験
対象：小学５・６年生　定員：６名（先着順）
申込：来館または電話にて☎５３１－６５５１

松川学習センター図書室 手作り人形講座
ももんちゃん人形を作ろう

９月２１日（水）
午前９時４５分～１２時

５００円
（材料費）

・９月１日～８日に図書室窓口で受付（電話可）
・定員１０名（抽選制）　※託児なし
　９月９日～１６日に当選者に連絡します☎567-2403

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

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

9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～

-
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

9月1日（木）・18日（日） 午前11時～

イベント名 開催日時

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 9月10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 9月22日（木） 午前10時30分～

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 9月4・11日 午後3時10分～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 9月8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スペシャル ～3歳まで 9月8日(木) 午前10時30分～

9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 9月7日(水) 午前10時30分～

松川学習センター図書室

☎567-2403

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば 4歳～小学生 9月3日(土) 午前11時～

9月3日（土） 午前10時30分～

9月1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 おはなしひろば～ふくよみスペシャル～ 4歳～小学生 9月24日(土) 午前11時～

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 9月15日(木) 午前10時30分～

もちずり学習センター図書室 おはなしバスケット 4歳～小学生 9月24日（土） 午後2時～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 9月25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 9月17日(土) 午後2時～

☎549-1821

市立図書館広報 2022年
９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 9月10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
9月3・10・17・24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～9月15日（木）

※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。

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

９月２４日(土） -
本を借りた方にプレゼントを差し上げます。
午後3時１０分からはおはなし会スペシャルを
開催！　対象：小学生まで☎５２６－４２００

西口ライブラリー 朗読会
ことのはの時間（とき）

9月17日（土）
午後2時30分～3時

-
申込：不要
対象：大人（定員15名）
内容：職員による朗読☎525-4023



　

あいまい・ぼんやり語辞典

910.2/ﾆｼﾑ誰もいない文学館

914.4/ｶﾓﾁ絵巻で読む方丈記

新美 南吉∥著

森山 卓郎∥編

西村 賢太∥著

津久井智子の消しゴムはんこ。アイデア帳

772/ｾﾝｿ戦争と芸能

北村 紋義∥著

祐琴∥著

津久井 智子∥著

ダーラ・マカナルティ∥著
天国への電話 973/ｲﾏｲ 民間療法は本当に「効く」のか 492/ｵｵﾉ

ラウラ・今井・メッシーナ∥著 大野 智∥著

呑み込まれた男 933/ｹｱﾘ タネは旅する 471/ﾅｶﾆ

自閉症のぼくは書くことで息をする 936/ﾏｶﾅ

エドワード・ケアリー∥著 中西 弘樹∥著 沢木 耕太郎∥著
飛行機写真をはじめよう! B74/ﾋｺｳ

フランク・グルーバー∥著 岡西 政典∥著

中野 耕志∥監修・写真

915.6/ｻﾜｷ飛び立つ季節
群 ようこ∥著

こどもが探せる身近な場所のきれいな石材図鑑 B56/ｼﾊﾞﾔ

生物を分けると世界が分かる 461/ｵｶﾆ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

神武 直彦　ほか∥著

深尾 幸生∥著

645/ｷﾀﾑ体罰ゼロのポチパパ流犬のしつけ大全

ソン・ウォンピョン∥著 真木 太一∥編

柴山 元彦、井上 ミノル∥著

914.6/ﾑﾚﾖスマホになじんでおりません
村井 理子∥著

びっくり!動物園のおしごと大図鑑 B48/ﾋﾞﾂｸケンカ鶏の秘密 933/ｸﾞﾙﾊﾞ

929/ｿﾝｳ 図説日本の風 451/ｽﾞｾﾂ

勝田 有一朗∥著

小磯 良江∥監修

松浦 達也∥著

竹内 慎司∥著

近現代日本エンタメ研究会∥著

736/ﾂｸｲ

キム・スム∥著

DK社∥編

914.6/ﾑﾗｲ本を読んだら散歩に行こう
高橋 源一郎∥著

はまったら抜けだせない!?食虫植物 B47/ｲｼｸ

石倉 ヒロユキ∥編著　田辺 直樹∥監修
プリズム

さすらう地 929/ｷﾑｽ 世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑 404/ｾｶｲ

ゾラン・ニコリッチ∥著

日本プロ麻雀連盟∥監修

鴨 長明∥著藍銅 ツバメ∥著 島田 裕巳∥著
914.6/ﾀｶﾊ居場所がないのがつらいです

鯉姫婚姻譚 F/ﾗﾝﾄﾞ 葬式消滅 385/ｼﾏﾀﾞ

小川 典子∥著

宮澤 伊織∥著 シナン・アラル∥著

墜落 F/ﾏﾔﾏ

かみなり B45/ｶﾐﾅ

山下 紘加∥著 今井 むつみ　ほか∥著

妹尾 堅一郎∥監修

あくてえ F/ﾔﾏｼ 算数文章題が解けない子どもたち 375/ｻﾝｽ

からだの性 B36/ｶﾗﾀﾞ

村山 由佳∥著 林 雅行∥著

長谷川 奉延、佐々木 掌子∥監修

星屑 F/ﾑﾗﾔ 障害者たちの太平洋戦争 369/ﾊﾔｼ

アマゾン川 B29/ﾌﾗﾝ

サングマ・フランシス∥文　ロモロ・ディポリト∥絵

真山 仁∥著 森永 康平∥著
神々の歩法 F/ﾐﾔｻﾞ デマの影響力 361/ｱﾗﾙ

新美南吉童話選集　日英対訳 837/ﾆｲﾐ

ミヒャエル・エンデ、ヴィーラント・フロイント∥作

Y93/ﾌﾘﾄﾞ

Y93/ｶﾞﾄﾞﾅ

経済指標読み方がわかる事典 331/ﾓﾘﾅ

ロドリゴ・ラウバインと従者クニルプス Y94/ｴﾝﾃﾞ

新井 誠　ほか∥編
802/ﾆｺﾘあなたの知らない、世界の希少言語

814/ｱｲﾏ

海のこびととひみつの島紙の梟 F/ﾇｸｲ 世界の憲法・日本の憲法 323/ｾｶｲ

マシュマロおばけ
貫井 徳郎∥著

てつほうの鳴る浜
額賀 澪∥著 ティム・ワイナー∥著

プリシラ・フリードリック、オットー・フリードリック∥文

797/ﾊｼﾞﾒはじめてでも絶対わかる麻雀

モノクロの夏に帰る F/ﾇｶｶﾞ 米露諜報秘録1945-2020 319/ﾜｲﾅ

森川 成美∥作

785/ﾀｹｳクロール大全
土橋 章宏∥著 ムーギー・キム∥著

サリー・ガードナー∥作

793/ｵｶﾞﾜ花と器の素敵な合わせ方

号外!幕末かわら版 F/ﾄﾞﾊﾞｼ

F/ﾂﾈｶ 遠山景晋 289/ﾄｵﾔ

空と大地に出会う夏 Y913/ﾊﾏﾉ

Y913/ﾓﾘｶ

恒川 光太郎∥著 藤田 覚∥著
そっか、日本と韓国って、そういう国だったのか。 302/ｷﾑﾑ

新川 帆立∥著 滝川 恒昭、細田 大樹∥編著

濱野 京子∥作

先祖探偵 F/ｼﾝｶ 図説戦国里見氏 288/ｽﾞｾﾂ

イカにんじゅつ道場 Y913/ｶﾄｳ箱庭の巡礼者たち

篠田 節子∥著 ウィリアム・ダルリンプル∥著

香桃 もこ∥作

セカンドチャンス F/ｼﾉﾀﾞ 略奪の帝国　（上・下） 225/ﾀﾞﾘﾝ

はじめて読む!海外文学ブックガイド Y902/ﾊｼﾞﾒ

726/ﾕｳｺ

澤田 瞳子∥著 富田 武∥著

越前 敏弥∥ほか著

佐藤 究∥著 塚本 学∥著
恋ふらむ鳥は F/ｻﾜﾀﾞ 抑留を生きる力 210.7/ﾄﾐﾀ

祐琴のおしゃれかわいい重ね切り絵

農文協∥編

アントン・ロマーエフ∥作

615/ﾉｳｶ農家が教える酢とことん活用読本爆発物処理班の遭遇したスピン F/ｻﾄｳ 生きることの近世史 210.5/ﾂｶﾓ

パパかいぞくのこもりうた E/ﾛﾏｴ

おたんじょうびまだかな E/ﾛﾋﾞﾝ

E/ﾄﾂﾄﾞ

小砂川 チト∥著 今井 雅晴∥著 ジョー・トッド=スタントン∥著

古代の人・ひと・ヒト 210.3/ﾐﾔｹ

アーサーと金いろのつな家庭用安心坑夫 F/ｺｻｶﾞ 鎌倉北条氏の女性たち 210.4/ｲﾏｲ

楽しくはたらく手作りエプロン
三宅 和朗∥著

地図と拳 F/ｵｶﾞﾜ 喜怒哀楽のお経を読む 183/ｼﾔｸ

ジュリー・フォリアーノ∥作　クリスチャン・ロビンソン∥絵

596/ﾏﾂｳ教養としての「焼肉」大全

夜に星を放つ F/ｸﾎﾞﾐ

窪 美澄∥著

今村 翔吾∥著 石井 研士∥著

新井 悦子∥作　ももろ∥絵

576/ｱﾀﾗ新しい香水の教科書
小川 哲∥著 釈 徹宗∥著

593/ﾀﾉｼ

およいでいえにかえりたい E/ｵｶﾓ

E/ｲｼﾔ

E/ﾓﾓﾛ

おかもと かなこ∥作・絵

548/ｶﾂﾀﾞ

大塚 菜生∥文　イシヤマ アズサ∥絵

きょうはおうちでなつまつり

140/ｲﾏﾀﾞ

給食室のいちにち蹴れ、彦五郎 F/ｲﾏﾑ

537/ﾌｶｵEVのリアル

魔法少女はなぜ変身するのか 161/ｲｼｲ マザーボード教科書

はぐれ鴉 F/ｱｶｶﾞ 47都道府県・博物館百科 069/ﾖﾝｼﾞ

こうもり
今村 夏子∥著 今田 寛∥編著

とんこつQ&A F/ｲﾏﾑ ことわざから出会う心理学

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｱﾔｲ

青山 文平∥著 ギヨーム・ピトロン∥著

アヤ井 アキコ∥作　福井 大∥監修

512/ｲﾁﾊﾞいちばんやさしい衛星データビジネスの教本

赤神 諒∥著 可児 光生 ほか∥著

便利グッズをお金にする本 507/ﾅｶﾓ

中本 繁実∥著
やっと訪れた春に F/ｱｵﾔ なぜデジタル社会は「持続不可能」なのか 007/ﾋﾟﾄﾛ

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。
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１ ０ 月 ３ 日 （ 月 ） ～ １ ０ 月 ５ 日 （ 水 ） 福 島 市 立 図 書 館 本 館 臨 時 休 館

『紅だ！』
（F/サクラ）

桜庭　一樹∥著　文藝春秋

３0日はその他の学習センター図書室のみ開館

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

３0日は子どもライブラリーのみ開館

大塚 恵美子　ほか∥編著　　エスコアール 鈴木 勇人∥著　　幻冬舎

『わたしたち、働いています。』
（４９３/ワタシ） （５２１/スズキ）

郷　土　資　料

『地方創生は古い建築物を見直せ』

『初めて書籍を作った男』 『見たことのないものをつかまえたい！　世界の変な生き物探訪記』

（２８９/マヌテ） （B48/ヒラサ）

アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ∥著　　柏書房 平坂　寛∥著　偕成社

一 般 書 児 童 書

テコンドーの元オリンピック選手の紅(くれない)と、

警視庁勤務経験のある橡(つるばみ)が経営する「道

明寺探偵屋」。紅は闇サイトで懸賞金をかけられた少

女の護衛を、橡は偽札事件の捜査協力を引き受けま

す。調べが進むうちに、２つの依頼は関係があること

が分かり…。

派手なアクションも魅力のミステリです。

古い建物には地元の歴史や文化が息づいています。

また、建物を修繕することは歴史を守るだけではなく、

左官や茅葺といった伝統技術の継承にも繋がります。

そして長く保存するには人の利用が欠かせません。旧

堀切邸の修繕を手掛けた著者は、建築物を活かして地

方の観光資源にすることの大切さを説きます。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

本に必ずある目次、ページ番号はイタリアのアルド・マ

ヌーツィオにより５００年以上前に発明されました。これ

により誤字・脱字の修正がスムーズに進み、正確な内容

の本が発行できるようになっていきます。他にも刊行

予告の掲載など現在の本を形作ったアルドの功績とそ

の生涯を辿ります。

不慮の事故や病気による、小児期の高次脳機能障害

発症への対応について、医療者・本人・家族の視点か

ら語られています。

発達途上の脳損傷ゆえに気を付けたいことを皮切り

に、リハビリや復学・就労に至るまでを知ることができ

ます。

生き物の研究には様々な方法があります。実際につかまえ

てみないとわからないことも多い生き物たち。デンキウナギ

やイグアナ、グンタイアリ、深海魚など世界中の変った生き物

を追いかけ食べてきた珍獣ハンターが、印象深いエピソード

について写真とイラストを交えて軽快に記した一冊です。

９ 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

「ふくしま読書の日」アンケートのお願い

本市では毎月２４日を「ふくしま読書の日（通称：ふ

くよみの日）」として様々なイベントを行っています。

市内の図書施設では、ＱＲコード入りアンケートし

おりを配布し「ふくよみの日」に関するアンケートを

実施中です。下記ＱＲコードからも回答できますの

でご協力をお願いいたします。 ※９月25日（日）まで。

小学生以下⇒ 中学生以上・一般⇒


