
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。

-

対象：ブックスタート・ステップ対象者
定員：６組（事前予約制）
内容：ブックスタート・ステップパックのプレ
ゼントのほか、読み聞かせのアドバイス、絵
本の読み聞かせ等を行います。☎531-6551

おはなし会プチ 4歳～小学生 3月6・13・21・27日 午後3時10分～

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

吾妻学習センター図書室

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

３月２４日(木） -
本を借りた利用者にプレゼントを差し上げ
ます。３月は「わくわくお楽しみセット」です。
対象：小学生まで☎526-4200

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 3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 3月24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

３月1０（木）、13日（日）
午前１１時～ブックスタート
午前１１時３０分～ブックステップ

3月3日（木）・20日（日） 午前11時～

イベント名 開催日時

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3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

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3月17日(木) 午前10時30分～

3月12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 3月2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 3月5日(土) 午前11時～

☎542-2122

3月5日（土） 午前10時30分～

3月3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

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3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 3月26日（土） 午後2時～

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3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 3月19日(土) 午後2時～

市立図書館広報 2022年
３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 3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
3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～3月17日（木）

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

３月１７日（木）
午前９時３０分～１２時

「ムーミン谷の彗星」（62分）の上映
会場：市立図書館3階会議室（申込不要）☎531-6551

もちずり学習センター図書室 春になったら出かけてみよう！

もちずりの史跡巡り
3月5日（土）
午後2時～3時

無料
定員　20名（先着順）
学習センター図書室で受付中（電話可）

☎534-2470

清水学習センター図書室
春のアニメ映画会

3月24日（木）
午前10時～

無料
「こぎつねコンとこだぬきポン」ほか上映
定員：先着10組程度（申込不要）
対象：4歳～小学生☎557-7400

-
少し賑やかでも大丈夫！
乳幼児連れの保護者の方が、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 ふくよみの日
春のこども映画会

3月24日（木）
午後2時～3時

無料

※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）

3月12日（土）
午後2時30分～3時

無料
職員による朗読会です（申込不要）
対象：大人（定員15名）☎525-4023

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

３月２４日(木） -
対象：本を借りた高校生以下の方
内容：プレゼントを差し上げます。☎531-6551



　

60分でわかる！カーボンニュートラル超入門 519/ﾏｴﾀﾞ

前田 雄大∥著
黒白の一族 F/ｱｹﾉ ガーファネクストステージ 007/ｷﾞﾔﾛ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

Ｅ/ｿﾗ

明野 照葉∥著 スコット・ギャロウェイ∥著

桜木 紫乃∥さく　そら∥絵

527/ｿﾅｴ備えのエクステリア&ガーデン
朝井 まかて∥著 竹田 信弥、田中 佳祐∥著

ボタニカ F/ｱｻｲ 読書会の教室 015/ﾀｹﾀﾞ

サチコさんのドレス
生馬 直樹∥著 榎本 博明∥著

連鎖犯 F/ｲｸﾏ 自己肯定感という呪縛 141/ｴﾉﾓ

めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン威風堂々  （上・下） F/ｲﾄｳ

549/ｴﾚｸエレクトロニクスの基礎知識

やわらかい知性 159/ﾊﾞﾝﾄﾞ スッキリ！がってん!リチウムイオン電池の本 E/ﾀﾔﾐ

E/ｲﾐﾖ

汐見 稔幸∥監修

572/ｾｷｶ

多屋 光孫∥文・絵

ダンボール

伊東 潤∥著 坂東 眞理子∥著

ユン・ヨリム∥ぶん　イ・ミョンハ∥絵

610/ﾘﾄﾙサステナブル・フード革命
宇佐美 まこと∥著 瓜生 中∥著

627/ﾊﾅﾄ

4・5・6さいのなぜなにSDGs E/ﾖﾝｺﾞ月の光の届く距離 F/ｳｻﾐ 日本神話がわかる神々のくらし 164/ｳﾘﾕ

ジーン・リーディ∥文　ジョーイ・チョウ∥絵

645/ｶﾐﾔペットの命を守る本

創世の日 F/ｴｶﾞﾐ

江上 剛∥著
鎌倉殿を歩く 210.4/ｲﾄｳ

ママのうちとパパのうち愚かな薔薇 F/ｵﾝﾀﾞ 風刺画が描いたJAPAN 210.6/ﾜｶﾊﾞ

花と短歌でめぐる二十四節気花のこよみ

伊東 潤∥著

しあわせぎゅ～っ! E/ﾁﾖｳ

E/ｳｵﾙ

恩田 陸∥著 若林 悠∥編著 メラニー・ウォルシュ∥さく

小坂 康之、林 公代∥著

ハサン・ムーサヴィー∥作

667/ｺｻｶさばの缶づめ、宇宙へいくSchoolgirl F/ｸﾀﾞﾝ 九州戦国城郭史 219.0/ｵｶﾃﾞ

ボクサー E/ﾑｻﾋﾞ

西條 奈加∥著 ジョン・W.ダワー∥著

杉本 りえ∥作

九段 理江∥著 岡寺 良∥著
六つの村を越えて髭をなびかせる者 F/ｻｲｼﾞ 戦争の文化　（上・下） 253/ﾀﾞﾜｼﾞ

ウーバー戦記
笹本 稜平∥著 河合 敦∥著

鳴海 風∥作

山狩 F/ｻｻﾓ 偉人しくじり図鑑 281/ｶﾜｲ

馬と明日へ Y913/ｽｷﾞﾓ

685/ｱｲｻﾞ

砂川 文次∥著 松尾 剛次∥著

新美 南吉∥著

ブラックボックス F/ｽﾅｶ 最上氏三代 288/ﾏﾂｵ

この空のずっとずっと向こう Y913/ﾅﾙﾐ花のなごり F/ﾃﾞｸﾈ 挑戦 289/ﾔﾏﾅ

新美南吉童話集 Y913/ﾆｲﾐ

Y913/ﾅｶｼﾞ

出久根 達郎∥著 藤井 聡太、山中 伸弥∥著
権力にゆがむ専門知 312/ｼﾝﾄﾞ

中島 信子∥著

763/ｹﾞﾝｶﾞ弦楽器メンテナンス完全ガイド
遠野 遙∥著 新藤 宗幸∥著

和合 亮一∥編・エッセイ

786/ｺﾚﾃﾞこれでいいのか登山道

教育 F/ﾄｵﾉ

あしたへの翼
南原 詠∥著 和田 靜香∥著

張 之路∥作

789/ﾂﾂｲ忍びの者その正体

特許やぶりの女王 F/ﾅﾝﾊﾞ 選挙活動、ビラ配りからやってみた。 314/ﾜﾀﾞｼ

大人になるまでに読みたい15歳のエッセイスター・シェイカー F/ﾆﾝｹﾞ 生涯弁護人　（１巻・２巻） 327/ﾋﾛﾅ

第三軍団
人間六度∥著

Y92/ｼﾞﾔﾝ

Y914/ｵﾄﾅ

今すぐできる！iDeCoとつみたてNISA超入門 338/ﾅｶﾉ

空から見える、あの子の心 Y93/ﾋﾟｱｿ

弘中 惇一郎∥著
801/ｺｲｹ“深読み”の技法

828/ｶﾞｸﾀﾞ

森田 盛行∥監修

真梨 幸子∥著 中野 晴啓、井戸 美枝∥著
にべ屋往来記 F/ﾑﾗｷ LGBTQ運動の歴史 367/ﾄﾂﾄﾞ

時代小説の戦後史 910.2/ﾅﾜﾀ

シェリー・ピアソル∥作

B15/ｱﾏﾐ

諸田 玲子∥著 田中 れいか∥著

雨宮 処凛∥著

きりきり舞いのさようなら F/ﾓﾛﾀ 児童養護施設という私のおうち 369/ﾀﾅｶ

ぼくのわたしの著作権ずかん B02/ﾎﾞｸﾉ

女王さまのワードローブ B28/ｴﾘｻﾞ

吉本 ばなな∥著 樋田 毅∥著

ジュリア・ゴールディング∥文

ミトンとふびん F/ﾖｼﾓ 彼は早稲田で死んだ 377/ﾋﾀﾞﾂ

生きのびるための「失敗」入門

その日まで

生を祝う F/ﾘｺﾄ ゴーストランド 388/ﾃﾞｲﾂ

登山道法研究会∥著

村木 嵐∥著 マシュー・トッド∥著

一九六一　東京ハウス F/ﾏﾘﾕ

トロナお別れ事務所 929/ｿﾝﾋ 新しい微積分　（上・下） 413/ｱﾀﾗ

小池 陽慈∥著

筒井 功∥著

ジェーン・スー∥著李 琴峰∥著 コリン・ディッキー∥著
914.6/ｾﾄｳ

ソン・ヒョンジュ∥著 長岡 亮介 ほか∥著

荒舩 良孝∥著

914.6/ﾏﾂｵ違和感ワンダーランド
瀬戸内 寂聴∥著

天気を知って備える防災雲図鑑 B45/ｱﾗｷ

荒木 健太郎、津田 紗矢佳∥著
壁の向こうへ続く道 933/ｼﾞﾔｸ エントロピーの世界 426/ｽｽﾞｷ

関 勝男∥著

アマンダ・リトル∥著

俵 万智∥著

サニー・カミヤ∥著

茅根 健∥監修

コリン・ソルター∥著

701/ﾐｳﾗ

シャーリイ・ジャクスン∥著 鈴木 誠治∥著

名もなき冒険家∥文・絵

930/ｸｲﾝエラリー・クイーン完全ガイド
松尾 貴史∥著

地球を飛び出せ!宇宙探査 B53/ｱﾗﾌフィッシャーマン 933/ﾗﾝｶﾞ 生命を守るしくみオートファジー 463/ﾖｼﾓ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

ブティック社編集部∥著

I O編集部∥編

675/ﾃｲﾂTikTokショート動画革命

いろ B81/ｲﾛ

ジョン・ランガン∥著 吉森 保∥著

神永 曉∥監修

960/ｶﾞﾙｼ父ガルシア=マルケスの思い出
飯城 勇三∥著

未知なる冒険の書 B78/ﾐﾁﾅ昏乱 943/ﾍﾞﾙﾝ 昆虫飛形図鑑 486/ﾐﾂﾊ

アウシュヴィッツの小さな姉妹 976/ﾌﾞﾂﾁ

トーマス・ベルンハルト∥著 三橋 淳∥著 ロドリゴ・ガルシア∥著

タチアナ・ブッチ、アンドラ・ブッチ∥著
赤い十字 983/ﾌｲﾘ はじめての放射線治療その疑問に答えます 494/ｻｻｲ

サーシャ・フィリペンコ∥著 笹井 啓資∥著

ヌー道

727/ｿﾙﾀ世界を変えた100のポスター　（上・下）

日経エンタテインメント！∥編

マイク・アイザック∥著

みうら じゅん、辛酸 なめ子∥著

日常台湾華語会話フレーズBest表現1100

911.3/ﾏﾂｵ松尾芭蕉を旅する

914.6/ｼﾞｴﾝひとまず上出来

縄田 一男∥著

樂 大維∥著

ピーター・J.マクミラン∥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

3 日 月 火 水 木 金 土 3 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 月 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

一 般 書 児 童 書

『仲人の近代 見合い結婚の歴史社会学』 『中学校ってどんなとこ?』
（385/サカイ） （B37/チュウ）

阪井 裕一郎∥著　青弓社 升野 伸子∥監修　世界文化社ブックス

『大正の夢　秘密の銘仙ものがたり』
（593/オオノ） （K388/ヨコヤ）

郷　土　資　料

『お話しおばさんの「昔むかしのない」を語りつぐ』

大野 らふ∥著　　河出書房新社 藤東 ヨシ∥編集 　横山 幸子∥語り　　ＣIＡ

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

『朱（あか）より赤く　高岡智照尼の生涯』
（F/クボミ）

窪 美澄／著　小学館

その他の学習センター図書室は３１日は開館

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

子どもライブラリーは2９日・３１日は開館

※３月３日（木）渡利学習センター図書室休館

１２歳の少女は美しい着物につられて、気づけば舞

妓「菜乃葉」になっていた。舞妓から社長夫人、映画

女優へ。一見華やかながら「男」に翻弄され続ける苦

界を生き抜いた彼女が最後にたどりついたのは、仏

の道だった…。

実在の女性をモデルにした小説です。

「梁川ざっと昔の会」初代会長の故・横山幸子さんは、

福島の民話の語り部として長年活躍されていました。

横山さんが毎日新聞で連載していた民話を、現会長の

藤東ヨシさんが1冊の本にまとめました。福島の方言

で語る「あぶくま川のむかし」や「半田沼の赤べこ」など

身近な土地の話も収録されています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

仲人は日本の伝統文化だと認識されていますが、武

家社会などでは定着していたものの、実は明治初期ま

で庶民には浸透していませんでした。家族・結婚観が急

激に変化した近代において、仲人は様々な役割を担っ

て広まり、今は衰退に至っています。仲人という存在を

通じて、日本の近代社会について考えます。

「銘仙」とは、大正から昭和初期にかけて若い女性を

中心に人気を博した着物地です。

柄は、伝統文様から大正浪漫を感じさせるもの、実

際の出来事を意匠に織り込んだものと実に多彩です。

オールカラーで紹介された９２枚の銘仙から、時代の

変遷を感じることができます。

「中学校の勉強、どう変わるの？」「部活の選び方は？」

「新しい友だちはどうしたらできる？」など、これから中学

生になる人が気になる情報をまとめた１冊です。イラスト

やマンガを交えて中学生活の不安と疑問を解決します。

入学前はもちろん、入学後にも役立つ情報満載です。

３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。


