
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。

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

1月24日（月） -
対象：本を借りた方(小学生まで)
内容：「ふわふわフェルトしおり」を差し上げ
ます☎526-4200

-
対象：本を借りた方
内容：「紙製ブックカバー」を差し上げます

☎531-6551

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９日（日）、13（木）
午前１１時～ブックスタート

午前１１時３０分～ブックステップ

無料

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

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
1月29日（土）
午後2時～3時

無料

もちずり地区の史跡について学びます。
定員：20名（先着順）
1月7日（金）よりもちずり学習センター図
書室で受付（電話可）☎534-2470

北信学習センター図書室 親子で楽しむ！
絵本の時間

市立図書館広報 2022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8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8・15・22・29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20日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月23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１5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 1月20日（木） 午前10時～

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 1月22日（土） 午後2時～

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 1月8日（土） 午前11時～

☎542-2122

1月8日（土） 午前１０時３０分～

1月6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

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 1月13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 1月13日（木） 午前10時30分～

1月8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 １月5日（水） 午前１０時３０分～

吾妻学習センター図書室

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

1月20日（木）
午前９時３０分～１２時

無料
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

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 1月15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27日（木） 午前10時30分～

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

１月２４日（月）

1月6日（木）・16日（日） 午前11時～

イベント名 開催日時

2月27日(日)
午前10時～11時

無料

絵本を使ってお子さんとスキンシップをと
りながら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10組・先着順)
1月20日(木)より北信学習センター図書
室で申込受付(電話可)☎554-1115

おはなし会プチ 4歳～小学生 1月9・23・30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



　

はじめての不妊治療 495/ﾊｼﾞﾒ

森本 義晴∥監修
同志少女よ、敵を撃て F/ｱｲｻ 子ども、本、祈り 019/ｻｲﾄ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｶﾆｴ

逢坂 冬馬∥著 斎藤 惇夫∥著

蟹江 杏∥作

504/ｾｶｲ世界を変える100の技術
安東 能明∥著 伊沢 拓司∥著

蚕の王 F/ｱﾝﾄﾞ クイズ思考の解体 031/ｲｻﾞﾜ

ハナはへびがすき
伊集院 静∥著 岸見 一郎∥著

ミチクサ先生　（上・下） F/ｲｼﾞﾕ 怒る勇気 141/ｷｼﾐ

ピンクはおとこのこのいろ夜叉の都 F/ｲﾄｳ

518/ﾜﾀｸ私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか

思いがけず利他 151/ﾅｶｼﾞ よくわかる最新機械工学の基本と仕組み E/ｶﾊﾞﾝ

E/ﾂｶﾓ

鎌田 歩∥作

530/ｺﾐﾈ

ロブ・パールマン∥文 イダ・カバン∥絵

にじゅうおくこうねんのこどく

伊東 潤∥著 中島 岳志∥著

 谷川 俊太郎∥詩　塚本 やすし∥絵

588/ﾆﾎﾝ日本酒完全バイブル
小田 雅久仁∥著 立川 武蔵∥著

596/ｻｶｸﾞ

うちのくるまはバン！！ E/ｶﾏﾀ残月記 F/ｵﾀﾞﾏ 仏教史　第１巻・第２巻 182/ﾀﾁｶ

マリー・ドルレアン∥作 

610/ﾀｶﾊその農地、私が買います

剛心 F/ｷｳﾁ

木内 昇∥著
私の親鸞 188/ｼﾝﾗ

いろんなところにいろんなむしアスクレピオスの断罪 F/ｷﾀｻﾞ 岩波講座　世界歴史　01 209/ｲﾜﾅ

七厘の本
五木 寛之∥著

夜をあるく E/ﾄﾞﾙﾚ

E/ﾃﾂｹ

北里 紗月∥著 荒川 正晴　ほか∥編集委員 ブリッタ・テッケントラップ∥絵 リリー・マリー∥文

農文協∥編

ラニ・ヤマモト∥著

614/ﾉｳｶ農家が教える足場パイプ&塩ビパイプで便利道具君の名前の横顔 F/ｺｳﾉ 史書を旅する 210.0/ｼｼﾖ

さむがりやのスティーナ E/ﾔﾏﾓ

小前 亮∥著 マリオン・ヴァン・ランテルゲム∥著

倉科 孝靖∥監修

河野 裕∥著 読売新聞文化部∥編
ヌルハチ F/ｺﾏｴ アンゲラ・メルケル 289/ﾒﾙｹ

世界「失敗」製品図鑑
近藤 史恵∥著 吉田 友和∥著

阿部 彩∥著

おはようおかえり F/ｺﾝﾄﾞ いちばん探しの世界旅 290/ﾖｼﾀﾞ

警察のウラガワ Ｂ31/ｹｲｻ

675/ｱﾗｷ

津村 記久子∥著 花田 欣也∥編

DK社∥編著

現代生活独習ノート F/ﾂﾑﾗ 鉄道廃線トンネルの世界 291.0/ﾃﾂﾄﾞ

おやこで話す子どもの貧困 Ｂ36/ｱﾍﾞｱルーティーンズ F/ﾅｶﾞｼ 狩りの思考法 297/ｶｸﾊ

算数の実験大図鑑 Ｂ41/ｻﾝｽ

Ｂ48/ﾊﾞｷﾔ

長嶋 有∥著 角幡 唯介∥著
コロナ後の世界 304/ｳﾁﾀﾞ

キャサリン・バー∥文

760/ｲｹﾍﾞ大作曲家の音符たち
蓮見 恭子∥著 内田 樹∥著

アンドレア・ミノリオ∥文 

775/ｲﾉｳ井上芳雄のミュージカル案内

メディコ・ペンナ F/ﾊｽﾐ

自然を再生させたイエローストーンのオオカミたち

浜口 倫太郎∥著 タンミンウー∥著

浅川 千尋∥監修

784/ｽﾉﾎﾞスノーボードフリーラン最強テクニック

闘資 F/ﾊﾏｸﾞ ビルマ危機の本質 312/ﾀﾝﾐ

気候変動笑うマトリョーシカ F/ﾊﾔﾐ 諜報・謀略の中国現代史 317/ｼﾊﾞﾀ

動物愛護ってなに? 
早見 和真∥著

Ｂ64/ﾄﾞｳﾌﾞ

Ｂ51/ﾐﾉﾘ

消えた「四島返還」 319/ｷｴﾀ

手塚治虫 Ｂ72/ﾃｽﾞｶ

柴田 哲雄∥著
830/ｵｵﾆ大西泰斗のそれわ英語ぢゃないだらふ

874/ﾀｹｼ

かんの ゆうこ∥作

誉田 哲也∥著 北海道新聞社∥編
アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険 F/ﾐﾔﾀ 社会のなかの「少年院」 327/ｼﾔｶ

女の子の謎を解く 902/ﾐﾔｹ

国松 俊英∥著

Ｙ913/ｸﾄﾞｳ

谷津 矢車∥著 ハワード・J.ロス∥著

工藤 純子∥作

北斗の邦へ翔べ F/ﾔﾂﾔ なぜあなたは自分の「偏見」に気づけないのか 361/ﾛｽﾊ

りりかさんのぬいぐるみ診療所 Ｙ913/ｶﾝﾉ

ばけねこキッチン Ｙ913/ｻｶﾞﾜ

山本 音也∥著 リサ・セリン・デイヴィス∥著

佐川 芳枝∥作

原罪 F/ﾔﾏﾓ 男の子みたいな女の子じゃいけないの? 367/ﾃﾞｲﾋﾞ

しんぱいなことがありすぎます!

すごいトシヨリ散歩

四月の岸辺 F/ﾕｱｻ やさしくない国ニッポンの政治経済学 369/ﾀﾅｶ

井上 芳雄∥著

宮田 珠己∥著 少年の社会復帰に関する研究会∥編

フェイクフィクション F/ﾎﾝﾀﾞ

円 923/ﾘｳﾂ 暗記しないで化学入門 431/ﾋﾗﾔ

大西 泰斗∥著

稲川 光伸∥監修

黛 まどか∥著湯浅 真尋∥著 田中 世紀∥著
914.6/ｲｹｳ

劉 慈欣∥著 平山 令明∥著

クリス・ダレーシー∥作

914.6/ｵｶﾞﾜ遠慮深いうたた寝
池内 紀、川本 三郎∥著

タフィー Y93/ｸﾛﾂ

サラ・クロッサン∥作
世界を超えて私はあなたに会いに行く 929/ｲｺﾝ 楽しい地層図鑑 456/ｺｼﾞﾛ

小峯 龍男∥著

八田 信江∥監修

坂口 一真∥著

高橋 久美子∥著

池辺 晋一郎∥著

sueddu∥著

712/ｺﾞﾑﾘ

イ・コンニム∥著 小白井 亮一∥著

ジョーン・バウアー∥著

914.6/ﾊﾗﾀﾞダメじゃないんじゃないんじゃない
小川 洋子∥著

飛べないハトを見つけた日から Ｙ93/ﾀﾞﾚｼガラスの顔 933/ﾊﾃﾞｲ 知って楽しいカモ学講座 488/ｼﾏﾀﾞ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

日経BP∥編

木村 駿　ほか∥著

657/ｳｼｼﾞきのこ図鑑

どんぐり喰い Ｙ949/ﾍﾟﾙﾌ

フランシス・ハーディング∥著 嶋田 哲郎∥著

エルス・ペルフロム∥作

915.6/ｸﾛｶ旅する少年
はらだ 有彩∥著

ルーミーとオリーブの特別な10か月 Ｙ93/ﾊﾞｳｱケルト人の夢 963/ﾊﾞﾙｶﾞ 見捨てられる　<いのち>　を考える 490/ﾐｽﾃ

少女たちの戦争 916/ｼﾖｳ

マリオ・バルガス=リョサ∥著 安藤 泰至　ほか∥編著 黒川 創∥著

中央公論新社∥編
ヌマヌマ 983/ﾇﾏﾇ ジェンダーと脳 491/ｼﾞﾖｴ

沼野 充義、沼野 恭子∥編訳 ダフナ・ジョエル、ルバ・ヴィハンスキ∥著

彫刻の歴史

746/ｼﾕﾂおしゃれなライフスタイル動画撮影&編集術

牛島 秀爾∥著

荒木 博行∥著

アントニー・ゴームリー、マーティン・ゲイフォード∥著

よく使うイタリア語の慣用句1100

910.2/ｵｳｻご機嫌剛爺

911.3/ﾏﾕｽﾞ暮らしの中の二十四節気

三宅 香帆∥著

竹下ルッジェリ・アンナ、秋山 美野∥著

逢坂 剛∥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

1 日 月 火 水 木 金 土 1 日 月 火 水 木 金 土

月 1 月 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31 30 31

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

『天に焦がれて』
（９７３/ジョル）

パオロ・ジョルダーノ∥著　飯田 亮介∥訳　　早川書房

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２日、３日、４日、３１日開館
※2日・3日の開館時間：午前9時30分～午後5時

五十嵐 太郎∥編著　　エクスナレッジ 吉田 隼人∥著　　草思社　　

『世界の名建築歴史図鑑』
（５２０/イガラ） （K０１９/ヨシダ）

郷　土　資　料

『死にたいのに死ねないので本を読む』

『ヤングでは終わらないヤングケアラー』 『マイテーマの探し方』
（３６９/ヤング） （B３７/カタオ）

仲田 海人、木村 諭志∥編著　　クリエイツかもがわ 片岡　則夫∥著　筑摩書房

一 般 書 児 童 書

毎年、祖母の家で夏休みを過ごしていたテレーザ

は、１４歳のある日、近所の農園(マッセリア)に住む

三人の少年と出会います。そのなかの一人で強烈な

個性を放つベルンに一目惚れし、１７歳の夏に結ばれ

ますが…。南イタリアのスペツィアーレを舞台に繰り

広げられる愛憎と信仰の物語です。

角川短歌賞・現代歌人協会賞を受賞した伊達市出身

の歌人による読書案内コラム。福島高校から早稲田大

学、大学院へと進んだ著者は、長く希死念慮を抱き続

けてきました。それを「読む」ことでやり過ごし、乗り越

えようとした体験を元に、古今東西の名著のエッセン

スを小説ふう、評論ふうに語ります。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

家族の介護・ケアを担う18歳未満の子ども、ヤングケ

アラー。その中でも、障がいをもつきょうだいの世話を

している「きょうだいヤングケアラー」に着目し、体験談、

ライフステージごとの心理や行動、実態調査の動向と支

援の取り組みなどを紹介。支援策についても提言して

います。

「原始の小屋」「ショートケーキ住宅」「炎上しない建

築」…。

古代のピラミッドから現代の住宅建築まで、それぞれ

の建築が成立した時代背景や建築技術の進歩など、

キーワードと写真で詳しく紹介しています。建物の特

徴や歴史を学べ、世界的建築物を深く理解することが

できる本です。

著者は15年間、約3000人の中高生に探究学習の指

導をしてきました。探究学習とは、自分でテーマを決め

て調べる学習をしたり、研究論文を書いたりする学習

のことです。テーマ設定や情報収集、フィールドワーク

の手順、まとめ方などのやり方とコツを指南します。

1 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

はじまります！「ブックステップ」

子育て支援と子どもの読書活動推進のため、３歳に

なるお子さんにペーパーバック絵本を１冊プレゼント

します。詳しくは３歳児健康診査で配布される「福島

市ブックステップのご案内」をご覧ください。

・開始時期 ： 令和４年１月

・対 象 ： 令和３年４月以降に

３歳になったお子さん


