
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。

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月14日（木） 午前10時30分～

北信学習センター図書室 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

福島市立図書館

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月7（木）・１7日（日） 午前11時～

☎526-4200 おはなし会プチ～ふくよみの日スペシャル～ 4歳～小学生

10月6日(水) 午前10時30分～

☎554-1115

☎549-1821

清水学習センター図書室
第10回　信夫山講座 11月4日（木）

午前10時～11時30分
無料

身近な山、信夫山について学びます。
定員：15名（先着順）
10月6日（水）より清水学習センターで申
込受付（電話可）☎557-7400

子どもライブラリー

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月21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 10月23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 10月24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 10月16日（土） 午後2時～

市立図書館広報 2021年
10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 10月9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
10月2・9・16・23・30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～10月21日（木）

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 10月10日（日） 午前11時～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 10月21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

10月2日（土） 午前１０時３０分～

10月7日（木） 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 10月16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 10月28日（木） 午前10時30分～

※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 歴史講座
「福島の古代の道・東山道」

10月28日（木）
午後2時～3時30分

無料
・講師:江代正一先生（郷土歴史研究家）
・対象:大人（定員15名・要申込）
・10/6(水)9時30分より申込受付開始☎525-4023

福島市立図書館 読書週間講座
「ふくしまの日本酒」

～全国新酒鑑評会金賞受賞数8
年連続日本一までの軌跡～

10月31日（日）
午後2時～3時30分

無料

講師：県ハイテクプラザ会津若松技術支援
センターの鈴木賢二さん
10月6日（水）より来館または電話で申込
受付（定員14名）
Zoomでの配信あり（要申込・定員30名・詳細は図書館
ホームページをご覧ください）☎５３１－６５５１

飯坂学習センター図書室 手作り人形講座
絵本「ねないこだれだ」の
おばけの人形を作ります

11月14日(日)
午前10時～12時

500円

・10月20日（水）午前9時より飯坂学習セ
ンター図書室で受付（電話可）
・対象・定員　読み聞かせに興味のある市内
在住の方10名※託児はありません☎542-2122

蓬莱学習センター図書室
縄文歴史講座 １１月２１日(日)

午前１０時～１１時３０分
無料

縄文人の祭りと祈りを学びます。
・定員：１０名(先着順)
・１０月２０日(水)午前９時より受付開始。
電話の受付は蓬莱学習センター図書室のみ。

おはなし会プチ 4歳～小学生 10月３・１０・16日 午後3時10分～

手でさわる絵本新作展
10月27日（水）

  ～11月10日（火）
－

図書ボランティアの会が制作した、手でさ
わって楽しめる絵本の新作を展示します。
・場所：市立図書館1階☎５３１－６５５１

10月２４日（日） 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



　

プラモはじめます! 507/ｺｳｻ

香坂 きの∥著
QUEEN F/ｱｿｳ 図解!SQLのツボとコツがゼッタイにわかる本 007/ｲｶﾗ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/カコサ

麻生 幾∥著 五十嵐 貴之・芳賀　勝紀∥著

かこ さとし∥文・絵

538/ﾅｶﾑ新・航空機産業のすべて
伊東 潤∥著 川村 秀憲∥共著

琉球警察 F/ｲﾄｳ 人工知能が俳句を詠む 007/ｼﾞﾝｺ

秋
犬飼 ねこそぎ∥著 荒谷 大輔∥著

密室は御手の中 F/ｲﾇｶ 使える哲学 133/ｱﾗﾔ

タンポポのたねどうしてとんでいくの？バスクル新宿 F/ｵｵｻ

560/ﾀﾅｶ最新金属の基本がわかる事典

世界の幽霊出現録 147/ｲﾝｽﾞ オンラインで稼ぐ!ハンドメイド教室の作り方 E/ゴトウ

E/ヤギタ

ひろた だいさく・ ひろた みどり∥作

594/ﾏﾂﾄﾞ

ごとう まきこ∥絵　かんちく たかこ∥文 

きんたろうようちえん

大崎 梢∥著 ブライアン・インズ∥著

やぎ たみこ∥作

596/ｲｼｶウイスキーハイボール大全
大島 真寿美∥著 小林 祥晃∥著

662/ｻﾉｼ

おばけのまんまる E/ヒロタ結 F/ｵｵｼ Dr.コパのコロナ時代の最強!開運風水 148/ｺﾊﾞﾔ

アレクシス・ディーコン∥文  ヴィヴィアン・シュワルツ∥絵 

673/ﾀｶｷ21世紀型「のれん分け」ビジネスの教科書

とにもかくにもごはん F/ｵﾉﾃﾞ

小野寺 史宜∥著
酔っぱらいが変えた世界史 204/ﾌﾗﾝ

おなじ星をみあげて噂を売る男 F/ｶｼﾞﾖ 禍いの大衆文化 210.5/ﾜｻﾞﾜ

外来植物が変えた江戸時代
ブノワ・フランクバルム∥著

かんがえよう、コギト E/シユワ

E/ゴルド

梶 よう子∥著 小松 和彦∥編 ジャック・ゴールドスティン∥作

水嶋 玲以仁∥著

マリウス・マルツィンケヴィチウス∥詩　 ラサ・ヤンチャウスカイテ∥絵

673/ﾐｽﾞｼ実践・営業デジタルシフト誰にも奪われたくない/凸撃 F/ｺﾀﾞﾏ 占領神話の崩壊 210.7/ﾆｼﾄ

ちいさなちいさな E/ヤンチ

今野 敏∥著 エリザベト・デュモン=ル・コルネク∥著

尾崎美紀∥作

児玉 雨子∥著 西 鋭夫・岡崎匡史∥著
ロータスコンフィデンシャル F/ｺﾝﾉ 旗の大図鑑 288/ﾃﾞﾕﾓ

バス趣味入門
澤村 伊智∥著 オレーク・V.フレヴニューク∥著

こわいはなし倶楽部∥作

邪教の子 F/ｻﾜﾑ スターリン 289/ｽﾀﾘ

坂の上のパン屋さん Y913/オザキ

685/ｶﾄｳ

島田 雅彦∥著 田端 泰子∥著

村上 雅郁∥作

スーパーエンジェル F/ｼﾏﾀﾞ 日野富子 289/ﾋﾉﾄ

ニイハオ大飯店のひみつ Y913/ニイハ星のように離れて雨のように散った F/ｼﾏﾓ 漂流者は何を食べていたか 290/ｼｲﾅ

りぼんちゃん Y913/ムラカ

Y913/ヨシダ

島本 理生∥著 椎名 誠∥著
無理ゲー社会 304/ﾀﾁﾊﾞ

吉田　道子∥作

764/ｱﾑｽルイ・アームストロング
周防 柳∥著 橘 玲∥著

オルガ・カブラル∥作

767/ﾂﾂﾐ筒美京平

身もこがれつつ F/ｽｵｳ

こずえと申す
瀧羽 麻子∥著 加藤 登紀子∥著

ジェニファー・キリック∥作 

789/ｼﾞﾖﾝ馬のこころ

もどかしいほど静かなオルゴール店 F/ﾀｷﾜ 哲さんの声が聞こえる 333/ｶﾄｳ

くしゃみおじさん紅きゆめみし F/ﾀﾏｷ あたらしいお金の教科書 337/ｱﾗｲ

キケンな修学旅行
田牧 大和∥著

Y93/キリツ

Y93/カブラ

モヤる言葉、ヤバイ人 367/ｱﾙﾃ

わたしは夢を見つづける Y931/ウツド

新井 和宏∥著
809/ﾔﾏｸﾞ言い方&返し方の技術

834/ﾀﾆｸ

井出　留美∥著

中島 京子∥著 アルテイシア∥著
桎梏の雪 F/ﾅｶﾑ コロナ貧困 368/ﾌｼﾞﾀ

印税稼いで三十年 901/ｽｽﾞｷ

ジャクリーン・ウッドソン∥作

B36/ミタメ

似鳥 鶏∥著 岸山 真理子∥著

河出書房新社∥編　 青木 美沙子∥ほか著

推理大戦 F/ﾆﾀﾄﾞ ケアマネジャーはらはら日記 369/ｷｼﾔ

捨てないパン屋の挑戦 B28/タムラ

妖怪がやってくる B38/ササキ

楡 周平∥著 石戸 奈々子∥著

佐々木 高弘∥著

逆玉に明日はない F/ﾆﾚﾑ 賢い子はスマホで何をしているのか 375/ｲｼﾄﾞ

見た目が気になる 

アガワ流生きるピント

Phantom F/ﾊﾀﾞｹ コード・ガールズ 391/ﾏﾝﾃﾞ

近田 春夫∥著

仲村 燈∥著 藤田 孝典∥著

やさしい猫 F/ﾅｶｼﾞ

三十の反撃 929/ｿﾝｳ 数学ガールの物理ノート 423/ﾕｳｷ

山口 拓朗∥著

ジャネット・L.ジョーンズ∥著

阿部 正子∥編羽田 圭介∥著 ライザ・マンディ∥著
914.6/ｱｶﾞﾜ

ソン・ウォンピョン∥著 結城 浩∥著

藤原 麻里菜∥著

914.6/ｻﾄｳ九十八歳。戦いやまず日は暮れず
阿川 佐和子∥著

ふしぎ！ 光る生きもの大図鑑 B46/オオミ

近江谷 克裕・小江 克典∥著
ファットガールをめぐる13の物語 933/ｱﾜﾄﾞ 時間の日本史 449/ｼﾞｶﾝ

マツド アケミ∥著

いしかわ あさこ∥著

佐野 静代∥著

高木 悠∥著

外山 喜雄・外山 恵子∥著

齋藤 勝裕∥著

726/ﾔﾏﾄ

モナ・アワド∥著 佐々木 勝浩 ほか∥著

佐藤 真澄∥作

916/ｺﾝﾉ工学部ヒラノ教授の傘寿でも徘徊老人日記

佐藤 愛子∥著
無駄なマシーンを発明しよう！ B54/フジワ骸骨 933/ｼﾞｴﾛ 虫のぬけがら図鑑 486/ﾔｽﾀﾞ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

中村 洋明∥著

田中 和明∥著

678/ﾊﾟｶﾌ地図でたどる世界交易史

難民選手団 B78/スギタ

ジェローム・K.ジェローム∥著 安田 守∥著

杉田 七重∥文

936/ﾍｲﾃﾞうそをつく子
今野 浩∥著

たとえ悪者になっても B64/サトウ夜ふけに読みたい植物たちのグリム童話 943/ｸﾞﾘﾑ シャチ学 489/ﾑﾗﾔ

アレクシエーヴィチとの対話 980/ｱﾚｸ

グリム兄弟∥著 村山 司∥著 トリイ・ヘイデン∥著

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ　ほか∥著
身内のよんどころない事情により 949/ﾃﾘﾝ 精霊に捕まって倒れる 493/ﾌｱﾃﾞ

ペーター・テリン∥著 アン・ファディマン∥著

大和和紀

756/ｻｲﾄ日本刀の驚くべき技術

フィリップ・パーカー∥著

加藤 佳一∥著

英語でオノマトペ表現

910.2/ｼﾝｾ新世代ミステリ作家探訪

911.0/ｿｶ訴歌

鈴木 輝一郎∥著

ルーク・タニクリフ∥著

若林 踏∥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。



2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日
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一 般 書 児 童 書

『アンチレイシストであるためには』 『どうぶつ勝負（かちまけ）はっけよい！』
（３１６/ケンデ） （E/オオハ）

イブラム・X.ケンディ∥著　　辰巳出版 大橋 慶子∥作・絵　　教育画劇

『〈反延命〉主義の時代』
（４９０/ハンエ） 郷 土 資 料

小松 美彦 ほか∥編著　　現代書館
『陰徳と鍚類』

（Ｋ２８９/ホリキ）

堀切 伸一∥著　　

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

『川のほとりで羽化するぼくら』
（F/アヤセ）

彩瀬 まる∥著　　KADOKAWA

その他の学習センター図書室は29日は開館

本館、西口・子どもライブラリー

　子どもライブラリーは29日は開館

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

妻の仕事復帰を機に育児を担うことになった暁彦。

慣れない育児に限界を感じ始めた頃、暁彦はある育

児ブログを見つけ…。（「わたれない」）

周囲が求める「役割」を果たすのではなく、自分が

心地よくあるためにはどうしたらいいのか。さまざ

まな思いを抱えて生きる人々の姿を描いた短編集

です。

著者は故亀岡高夫衆院議員と、佐藤栄佐久元知事の

秘書を務め、現在は特養ホームの運営に携わっていま

す。これまでの人生と、間近に見てきた二人の政治家

の素顔や、飯坂の名家である堀切家について語りまし

た。小説家・岡本かの子と関わりのあった大叔父・堀切

茂雄の小説「冬」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

アメリカの中流階級出身で黒人の歴史学者である著

者は、かつて自分はレイシスト（人種主義者）だったと語

ります。本書では、人種主義の歴史的背景を知るととも

に、一人の黒人男性が差別に苦しみながらも自身の過

ちを見つめていく姿を通して、差別を改善するために

必要なことは何かを考えます。

無理な延命治療をおこなうべきではないとする

「＜反延命＞主義」が勢いを増しています。

コロナ禍で起きている命の選別や、安楽死や死ぬ

権利をめぐる報道の偏向姿勢など、多数の事例から

「＜反延命＞主義」を批評・解明します。

動物たちの相撲大会が始まります。まずはカバが土

俵入り。はっけよーい！ のこった！ のこった！ カ

バはどれだけ口を開けられるかで、勝負が決まります。

つぎは、ナマケモノの番。あれ、土俵にいないよ。どこ

で勝負しているのかな？ 激しい取っ組み合いやユ

ニークなくらべ合いなど、いろいろな動物の勝負方法

もわかる本です。

10月24日「ふくよみの日」イベント

①貸出２倍キャンペーン ～読書週間は お家で読書～
【内容】図書の貸出冊数が通常１０冊のところ２０冊になります。

②この本よんで！ふくよみ隊（市立図書館本館のみ）
【時間】午前１０時～１２時・午後２時～４時 【対象】幼児・児童・保護者

【内容】ふくよみ隊が好きな本の読み聞かせをしてくれます。

申し込みは不要、ふくよみ隊に直接お声かけください。

③本を借りようキャンペーン（本館・子どもライブラリーのみ）
【内容】本を借りた利用者にプレゼントがあります。

※本館は小学生以下の方のみ。

10 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー


