
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。

☎567-2403

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月2（木）・19日（日） 午前11時～

吾妻学習センター図書室

福島市立図書館 ふくよみの日
貸出２倍キャンペーン
～年末年始は　おうちで読書♪～

１２月２４日（金） -
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

子どもライブラリー

おはなしのにじスペシャル 4歳～小学生 12月18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 12月23日（木） 午前10時30分～

福島市立図書館
ふゆのふくよみまつり

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月9日（木） 午前10時３０分～

北信学習センター図書室 冬のおはなしのとびら 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月9日（木） 午前10時30分～

12月11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 １2月１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 冬のおはなしひろばスペシャル 4歳～小学生 12月4日（土） 午前11時～

☎542-2122

12月4日（土） 午前１０時３０分～

12月2日（木） 午前10時30分～

冬のおはなしロケットスペシャル

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スペシャル ～3歳まで 12月９日（木） 午前10時～

もちずり学習センター図書室 ふゆのおはなしパレード 4歳～小学生 12月１８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 12月2６日(日) 午前10時30分～

清水学習センター図書室 冬のおはなしポケットスペシャル 4歳～小学生 12月１１日（土） 午後2時～

市立図書館広報 2021年
12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 12月12日(日) 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
12月4・11・18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～12月16日（木）

１２月２５日（土）
午前１０時～１２時
午後１時～３時

無料
対象：４歳～小学生
申込み：不要・先着順
おはなし会やスタンプラリーを行います。☎531-6551

おはなし会プチ 4歳～小学生 12月5・１8・26日 午後3時10分～

12月12日（日） 午前11時30分・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

施設名

☎526-4200 おはなしカーニバル～ふゆのまき～ 4歳～小学生

※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

１２月２４日（金） 無料
本を借りた利用者にプレゼントを差し上げ
ます。１２月は「わくわくお楽しみセット」で
す。　対象：小学生まで☎５２６－４２００

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

１２月２４日（金） 無料
対象：高校生以下
内容：本を借りた方に、プレゼントを差し上
げます。☎531-6551

西口ライブラリー 朗読会
ことのはの時間（とき）

１２月１８日（土）
午後２時３０分～３時

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

松川学習センター図書室 めざせ☆としょしつマスター！！

クリスマススペシャル

12月24日（金）
～12月26日（日）

開館時間内

無料
図書室でクイズの用紙をお渡しします。全問正
解した利用者にはプレゼントをさしあげます。
対象：4歳から小学生



　

have do getで英語は9割伝わります!

910.2/ﾑﾗｶ村上春樹をめぐるメモらんだむ2019-2021

911.5/ﾀﾆｶ虚空へ

都甲 幸治∥編著

ジュリアーノ熊代∥著

大井 浩一∥著

ガラス工芸家100人

763/ﾓﾘﾏもう1曲聴きたい!と言わせるピアノの弾き方

山口 雄大∥著

ウメチギリ∥著

寮 美千子∥著
ノスタルジア 979/ｶﾙﾀ 全図解メーカーの仕事 509/ｾﾞﾝｽﾞ

ミルチャ・カルタレスク∥著 山口 雄大　ほか∥著

東京ゴースト・シティ 933/ﾕｱｸﾞ 14歳から考えたい優生学 498/ﾚﾊﾞｲ

なっちゃんの花園 916/ﾘﾖｳ

バリー・ユアグロー∥著 フィリッパ・レヴィン∥著 綿矢 りさ∥著
SDGs時代の食べ方 B61/ｲﾃﾞﾙ

アン・タイラー∥著 筧 裕介∥著

井出 留美∥著

915.6/ﾜﾀﾔあのころなにしてた?
北 杜夫∥著

調べてわかる！日本の川 B51/ｻｸﾏ

認知症世界の歩き方 493/ｶｹｲ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

プニップクルーズ 中村辰美∥イラスト・文

675/ﾔﾏｸﾞ需要予測の戦略的活用

タナハシ・コーツ∥著 マーク・オシー∥著

佐久間 博∥編著

915.6/ｷﾀﾓ憂行日記
吉川 トリコ∥著

未来の医療で働くあなたへ B49/ｵｸｼヴィネガー・ガール 933/ﾀｲﾗ

933/ｺﾂﾀ トカゲ大全 487/ｵｼﾏ

今井 ようこ・藤沢 かえで∥著

農山漁村文化協会∥編

細川 博昭∥著

石垣 正喜∥著

金原 由佳・小林 淳一∥編

森 真奈美∥著

751/ｶﾞﾗｽ

宝樹∥著 増田 隆一∥著

奥 真也∥著

914.6/ﾖｼｶおんなのじかん
坂口 恭平∥画・文

まるごとわかる！海の科学大図鑑 B45/ﾏﾙｺﾞ

DK社∥編
ウォーターダンサー

時間の王 923/ﾊﾞｵｼ うんち学入門 481/ﾏｽﾀﾞ

魚住 りえ∥著

北岡 雄一朗∥著

谷川 俊太郎∥著柚木 麻子∥著 ACROSS編集室∥編著
914.6/ｻｶｸﾞ土になる

らんたん F/ﾕｽﾞｷ ストリートファッション1980-2020 383/ｽﾄﾘ

松田 哲博∥著

道尾 秀介∥著 山根 俊恵∥著

星を掬う F/ﾏﾁﾀﾞ

世界のことわざ B38/ｾｶｲ

山之口 洋∥著 大川 彰一∥著

時田 昌瑞∥監修

SIP超知能警察 F/ﾔﾏﾉ オトナ留学のススメ 377/ｵｵｶ

大統領の大事典 B31/ﾀﾞｲﾄ

森山 光太郎∥著 堀内 京子∥著

関 眞興∥監修

弟切抄 F/ﾓﾘﾔ PTAモヤモヤの正体 374/ﾎﾘｳ

こども仏教 B18/ｺﾄﾞﾓ

枡野 俊明∥監修

町田 そのこ∥著 栗原 加代美∥著
N F/ﾐﾁｵ ひきこもり“心の距離”を縮めるコミュニケーションの方法 367/ﾔﾏﾈ

ノーベル文学賞のすべて 902/ﾄｺｳ

J.K.ローリング∥著

Y93/ﾌｱﾗ

Y93/ﾊﾞﾈﾂ

DVはなおせる! 367/ｸﾘﾊ

クリスマス・ピッグ Y93/ﾛﾘﾝ

大田 由紀夫∥著
809/ｳｵｽﾞ1秒で心をつかめ。

837/ｼﾞﾕﾘ

オンボロやしきの人形たち北緯43度のコールドケース F/ﾌｼｵ 銭躍る東シナ海 337/ｵｵﾀ

アリスとふたりのおかしな冒険
伏尾 美紀∥著

チイの花たば
パリュスあや子∥著 橋本 之克∥著

ナターシャ・ファラント∥作

798/ｷﾀｵゲームシナリオ入門

燃える息 F/ﾊﾟﾘﾕ 9割の買い物は不要である 331/ﾊｼﾓ

森 絵都∥作

778/ｿｳﾏ相米慎二という未来
橋本 治∥著 野村 俊明∥著

フランシス・ホジソン・バーネット∥作

788/ﾏﾂﾀﾞ四股鍛錬で作る達人

人工島戦記 F/ﾊｼﾓ

F/ﾆｼｶ 警視庁公安部外事課 317/ｶﾂﾏ

ジャノメ Y913/ﾄﾓﾘ

Y913/ﾓﾘｴ

西 加奈子∥著 勝丸 円覚∥著
刑務所の精神科医 326/ﾉﾑﾗ

新名 智∥著 田村 慶子∥編著

戸森 しるこ∥作

虚魚(そらざかな) F/ﾆｲﾅ シンガポールを知るための65章 302/ﾀﾑﾗ

ねこのふくびき Y913/ｷｳﾁ夜が明ける

辻村 深月∥著

木内 南緒∥作

闇祓 F/ﾂｼﾞﾑ 青森のトリセツ 291.2/ｱｵﾓ

かせいじんのおねがい Y913/ｲﾄｳ

726/ｳﾒﾁ

新川 帆立∥著 木越 隆三∥著

いとう ひろし∥作

今野 敏∥著 工藤 美代子∥著
倒産続きの彼女 F/ｼﾝｶ 隠れた名君 前田利常 289/ﾏｴﾀﾞ

かんたんかわいいちぎり絵BOOK

CCアカデミー　ほか∥著

サンドラ・ディークマン∥作

670/ﾋﾞｼﾞﾈビジネスで1番よく使う中国語Eメール&SNSボーダーライト F/ｺﾝﾉ 女性皇族の結婚とは何か 288/ｸﾄﾞｳ

もりにきたのは E/ﾃﾞｲｸ

つきのばんにん E/ｿﾞｼｴ

E/ｼﾊﾞﾝ

くわがき あゆ∥著 上杉 和央∥著 クリス・シーバン∥絵　パトリシア・マクラクラン∥文

「海の民」の日本神話 210.3/ﾐｳﾗ

おじいちゃんのねがいごと焼けた釘 F/ｸﾜｶﾞ 軍港都市の一五〇年 210.6/ｳｴｽ

くらべてわかる文鳥の心、インコの気持ち

三浦 佑之∥著

君の顔では泣けない F/ｷﾐｼﾞ 図説新約聖書の考古学 193/ｽｷﾞﾓ

ゾシエンカ∥作

657/ｲｼｶﾞ写真図解でわかるチェーンソーの使い方

砂に埋もれる犬 F/ｷﾘﾉ

桐野 夏生∥著

今村 翔吾∥著 勝間 和代∥著

長 新太∥絵　小沢 正∥作

611/ﾄﾞｳｶどう考える?「みどりの食料システム戦略」

君嶋 彼方∥著 杉本 智俊∥著
646/ﾎｿｶ

こねこのウィンクルとクリスマスツリー E/ｻﾄｳ

E/ｵｶﾀﾞ

E/ﾁﾖｳ

さとう ゆうすけ∥え　ルース・エインズワース∥さく

596/ｲﾏｲ

岡田 千晶∥絵　林 木林∥文

きつねのぱんとねこのぱん

114/ｼﾏﾀﾞ

あかいてぶくろ塞王の楯 F/ｲﾏﾑ

594/ｶｷﾞﾊﾞかぎ針で編むクリスマス雑貨

勝間式生き方の知見 159/ｶﾂﾏ 栗のお菓子づくり

デンデケ・アンコール F/ｱｼﾊ 開高健の本棚 019/ｶｲｺ

もりはみている
伊坂 幸太郎∥著 島田 裕巳∥著

ペッパーズ・ゴースト F/ｲｻｶ 無知の死

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｵｵﾀ

青柳 碧人∥著 ニーナ・シック∥著

大竹 英洋∥文・写真

552/ﾅｶﾑ船体解剖図
芦原 すなお∥著 開高 健∥著

暴風雨の雨水侵入から建物を守る本 524/ｵｵﾂ

大塚 義久∥著

むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 F/ｱｵﾔ ディープフェイク 007/ｼﾂｸ

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。



2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日

12 日 月 火 水 木 金 土 12 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 月 1 2 3 4
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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

『万葉と沙羅』
（F/ナカエ）

中江 有里∥著　　文藝春秋

その他の学習センター図書室は27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

27日～30日子どもライブラリー開館
※29日および30日の開館時間：午前9時30分～午後5時

ジェフリー・M・マッソン∥著　蒼樹 玲∥訳　　草思社
『東北の名城を歩く　南東北編続』

（Ｋ291.２/トウホ）

飯村 均・室野 秀文∥編　　吉川弘文館　　

あすなろ書房

『ペットが死について知っていること』
（６４５/マツソ） 郷 土 資 料

『奇跡の地図を作った男』 『ちいさなおじさんとおおきな犬』
（2８９/トンプ） （E/エリク）

下山 晃∥著　　大修館書店 バールブロー・リンドグレン∥文　エヴァ・エリクソン∥絵

一 般 書 児 童 書

沙羅は、幼い頃に引っ越していった幼馴染の万葉

と通信制の高校で再会します。本好きな万葉になら

い読書を始めた沙羅ですが、最初は集中が続きませ

ん。しかし、読んだ本の感想を共有することの面白さ

に気付き、「目が合った」さまざまな本を手に取って

いきます。読書の楽しさを描いた連作短編小説です。

南東北３県には３０００近い城館があると推定されて

います。本書は正編で掲載されなかった６６の城館を

新たに紹介。城の構造や発掘調査だけでなく、歴史や

歩き方も解説しています。福島市では、佐藤継信・忠信

兄弟ゆかりの大鳥城と、伊達氏発展の要となった大森

城が掲載されています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

約２００年前に、カナダの未開拓の地を踏破し、精緻な

地図を作成した探検家デイヴィッド・トンプソン。事故で

右足の自由を失い、片目を失明するハンディキャップを

負いながらも、過酷な環境の中で北米大陸の５分の１も

の地域を測量しました。生前には正しく評価されなかっ

た彼の偉大な功績に焦点をあてます。

人が愛するペットを失った時、家族を失うのと変わ

らない悲しみを抱くことは珍しくありません。一方、

動物は自分の死や飼い主との別れをどう認識して

いるのでしょうか。末期の動物たちが見せた行動や、

様々な看取りのエピソードを紹介しながら、動物と

の別れと悲しみへの向きあい方を考えます。

みんなにいじめられていた、ひとりぼっちのおじい

さん。ある日「友だち募集中」の貼り紙をします。

玄関まえの階段に座って友だちがくるのを待って、

待って、待ち続けて、１０日と１０夜がすぎた時、大き

な犬があらわれたのです…！

12 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの赤ちゃんとご家族に、絵本が

1冊入ったブックスタートパックをプレゼントします。

母子手帳を持って福島市立図書館（本館）にご来館く

ださい。他の図書施設での受取については

図書館へお問い合わせください。


