
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。

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

7月10日（日）・14日（木）
ブックスタート：午前11時～

ブックステップ：午前11時30分～

7月10日（日） 午前11時30分～・午後3時10分～

イベント名 開催日時

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 7月3日（日） 午後3時10分～

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おはなしカーニバル～なつのまき～ 4歳～小学生

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

-
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）

吾妻学習センター図書室

子どもライブラリー

おはなしのにじスペシャル 4歳～小学生 7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 7月28日（木） 午前10時30分～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 7月7日（木） 午前10時～

北信学習センター図書室 夏のおはなしのとびらスペシャル 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 7月14日(木) 午前10時30分～

7月9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 7月6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 夏のおはなしひろばスペシャル 4歳～小学生 7月2日(土) 午前11時～

☎542-2122

7月2日（土） 午前10時30分～

7月7日（木） 午前10時30分～

夏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 ～3歳まで 7月21日(木) 午前10時30分～

もちずり学習センター図書室 おはなしパレード 4歳～小学生 7月16日（土） 午後2時～

おひざにだっこのおはなし会 午前10時30分～7月21日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 7月24日(日) 午前10時30分～

清水学習センター図書室 夏のおはなしポケットスペシャル 4歳～小学生 7月9日(土) 午前10時～

☎５３１－６５５１

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

市立図書館広報 2022年
７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 夏のおはなしのくれよんスペシャル 4歳～小学生 7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
7月2・9・16・30日 午後2時～・

午後2時30分～毎週土曜日

☎531-6551

7月21日（木）
午前9時30分～12時

-
少し賑やかでも大丈夫！乳幼児連れの保護者
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

※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

７月２４日（日） -
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も開催！
対象：小学生まで☎５２６－４２００

福島市立図書館
なつのふくよみまつり

7月23日（土）
午前10時～12時

午後1時30分～3時30分

-
おはなし会（各回定員７組）やゲームなどを行
います。
対象：幼児・児童・保護者☎５３１－６５５１

福島市立図書館 夏休み親子手作り絵本教室

（全２回）
7月28日・８月4日
午前9時45分～12時

530円
対象：小学生（保護者同伴・両日参加可能な方）
定員：10人（先着順）
申込：７月７日（木）より市立図書館本館にて☎５３１－６５５１

吾妻学習センター図書室
吾妻サイエンスラボ

7月23日（土）
午前10時～12時

１００円
おもしろ科学実験を行います。
対象：小学生２０名（先着順）
７月２日（土）より吾妻学習センターで申込受付（電話可）☎５２６－３３５３

福島市立図書館 この本よんで！
ふくよみ隊

7月24日（日）
午前9時～12時・午後2時～4時

-
ふくよみ隊がご希望の本の読み聞かせをします。
ふくよみ隊に直接お声かけください。
対象：幼児・児童と保護者☎５３１－６５５１

清水学習センター図書室
夏のアニメ映画会

8月1日（月）
午前10時～11時

-
対象：4歳～小学生　定員：先着12組
上映：「ねこざかな」「すいかのたね」「14ひき
のせんたく」ほか（申込は不要）☎５５７－７４００



　

分かりやすい公用文の書き方

910.2/ﾆｼﾑ西村京太郎の推理世界

911.5/ｻｲﾊさっきまでは薔薇だったぼく

中澤 雄大∥著

礒崎 陽輔∥著

オール讀物∥責任編集

西洋美術は「彫刻」抜きには語れない

767/ｹﾎﾟﾂK-POP bibimbap

鈴木 邦成、中村 康久∥著

渡邊 崇志、前田 有佳利∥著

堀越 啓∥著

ヴィスワヴァ・シンボルスカ∥著
雌犬 963/ｷﾝﾀ がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 494/ｶﾞﾝｻ

ピラール・キンタナ∥著 日本がんサポーティブケア学会Oncodermatology部会∥編

もう行かなくては 933/ﾘｲﾕ 人類冬眠計画 492/ｽﾅｶﾞ

瞬間 989/ｼﾝﾎﾞ

イーユン・リー∥著 砂川 玄志郎∥著 永田 豊隆∥著
ことばで遊ぼう!!ことばあそび大図鑑 Ｂ80/ｺﾄﾊﾞ

マグナス・ミルズ∥著 野地 澄晴∥編

青山 由紀∥監修

916/ﾅｶﾞﾀ妻はサバイバー
高橋 源一郎∥著

47都道府県の郷土玩具 Ｂ75/ﾖﾝｼﾞ

最先端コオロギ学 486/ｻｲｾ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

INAXライブミュージアム∥企画

天野 司∥著

675/ｽｽﾞｷ考え方がすぐわかるスマートサプライチェーンの設計と構築

グレイディ・ヘンドリクス∥著 八木 浩司、井口 隆∥著

日本玩具博物館、井上 重義∥監修

915.6/ﾀｶﾊ失われたTOKIOを求めて
瀬戸内 寂聴∥著

高齢者を知ろう! Ｂ49/ｺｳﾚ鑑識レコード倶楽部 933/ﾐﾙｽﾞ

933/ﾍﾝﾄﾞ 図説空から見る日本の地すべり・山体崩壊 455/ﾔｷﾞﾋ

日本有機資源協会∥企画・編集

大瀬 由生子∥著

日本ブドウ・ワイン学会∥監修

大野 瑞絵∥著

高橋 庄太郎∥著

桑畑 優香　ほか∥著

712/ﾎﾘｺ

モニク・トゥルン∥著 ミチオ・カク∥著

平松 類∥監修

914.6/ｾﾄｳ99年、ありのままに生きて
岸田 ひろ実∥著

みんなが知りたい!プランクトンのふしぎ Ｂ46/ﾐﾝﾅ

「プランクトンのふしぎ」編集室∥著
吸血鬼ハンターたちの読書会

かくも甘き果実 933/ﾄｳﾙ 神の方程式 429/ｶｸﾐ

中村 明∥著

羽生 善治∥監修

最果 タヒ∥著スザンナ・クラーク∥著 ローナン・ファロー∥著
914.6/ｷｼﾀﾞ人生、山あり谷あり家族あり

ピラネージ 933/ｸﾗｸ キャッチ・アンド・キル 368/ﾌｱﾛ

植芝 守央∥著

武 甜静、橋本 輝幸∥編 毎日新聞取材班∥著

高く翔べ F/ﾖｼｶ

空を見上げてわかること Ｂ45/ｻｲﾀ

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ∥著 インベ カヲリ★∥著

斉田 季実治∥著

パープル・ハイビスカス 933/ｱﾃﾞｲ 死刑になりたくて、他人を殺しました 368/ｲﾝﾍﾞ

「オードリー・タン」の誕生 Ｂ29/ｵﾄﾞﾘ

莫 理斯∥著 竹内 一郎∥著

石崎 洋司∥著

辮髪のシャーロック・ホームズ 923/ﾊﾞｸﾘ マスク時代リモート時代の新コミュニケーション 336/ﾀｹｳ

サイバーセキュリティー会社図鑑 Ｂ00/ｻｲﾊﾞ

NRIセキュアテクノロジーズ∥監修

吉川 永青∥著 河東 哲夫∥著
走る赤 923/ﾊｼﾙ 世界少子化考 334/ｾｶｲ

狂伝佐藤泰志 910.2/ｻﾄｳ

アビー・ロングスタッフ∥作

Ｙ93/ﾆﾕﾍﾞ

Ｙ93/ｸﾘｼ

日本がウクライナになる日 319/ｶﾜﾄ

ひみつの地下図書館 Ｙ93/ﾛﾝｸﾞ

畠田 千鶴∥監修
810/ﾅｶﾑ日本語名言紀行

816/ｲｿｻﾞ

本おじさんのまちかど図書館子宝船 F/ﾐﾔﾍﾞ 地域おこし協力隊の強化書 318/ﾁｲｷ

おもちゃ屋のねこ
宮部 みゆき∥著

恋愛問題は止まらない
深井 律夫∥著 トマ・ピケティ∥著

リンダ・ニューベリー∥作

796/ｼﾖｳ将棋のひみつ

小説デジタル人民元 F/ﾌｶｲ 来たれ、新たな社会主義 304/ﾋﾟｹﾃ

吉野 万理子∥作

786/ﾀｶﾊトレッキング実践学
ねじめ 正一∥著 小泉 悠∥著

ウマ・クリシュナズワミー∥作

789/ｳｴｼ合気道

泣き虫先生 F/ﾈｼﾞﾒ

F/ﾁﾊﾞﾄ 女帝そして母、マリア・テレジア 289/ﾏﾘｱ

はりねずみのノート屋さん Ｙ913/ﾅﾅﾓ

Ｙ913/ﾖｼﾉ

千葉 ともこ∥著 エリザベート・バダンテール∥著
ロシア点描 302/ｺｲｽﾞ

滝沢 志郎∥著 武藤 秀太郎∥著

ななもり さちこ∥作

エクアドール F/ﾀｷｻﾞ 島田三郎 289/ｼﾏﾀﾞ

ヌラリヒョン・パパにまかせなさい! Ｙ913/ﾄﾐﾔ戴天

高森 美由紀∥著 渡邊 大門∥著

富安 陽子∥作

羊毛フェルトの比重 F/ﾀｶﾓ 豊臣五奉行と家康 210.4/ﾜﾀﾅ

小梅の七つのお祝いに Ｙ913/ｱｲｶ

689/ﾜﾀﾅ

小路 幸也∥著 下垣 仁志∥著

愛川 美也∥著

桜木 紫乃∥著 水ノ江 和同∥著
ハロー・グッドバイ F/ｼﾖｳ 鏡の古墳時代 210.3/ｼﾓｶﾞ

ゲストハウスがまちを変える

サンドゥー・パブリッシング∥編

やぎ たみこ∥作・絵

674/ﾃｲｸテイクアウトのデザインアイデア孤蝶の城 F/ｻｸﾗ 縄文人は海を越えたか? 210.2/ﾐｽﾞﾉ

かえるのほんや Ｅ/ﾔｷﾞﾀ

「た」 Ｅ/ﾀｼﾏ

Ｅ/ｽｽﾞｷ

木下 昌輝∥著 竹倉 史人∥著 鈴木 まもる∥文・絵

速読日本史 210.1/ｶﾅﾔ

戦争をやめた人たち孤剣の涯て F/ｷﾉｼ 土偶を読む図鑑 210.2/ﾀｹｸ

醸造用ブドウ栽培の手引き
金谷 俊一郎∥著

布武の果て F/ｳｴﾀﾞ 世界を揺るがした聖遺物 192/ｽｷﾞｻﾞ

田島 征三∥作

645/ｵｵﾉシマリス完全飼育

南蛮の絆 F/ｵｵﾑ

大村 友貴美∥著

伊東 潤∥著 藤木 美奈子∥著

ジェシカ・サンダーズ∥文 ロビー・キャスロ∥絵

596/ｵｵｾ手軽でおいしい!サバ缶レシピ
上田 秀人∥著 杉崎 泰一郎∥著

625/ｼﾞﾖｳ

ねこのこね Ｅ/ｵｸﾊ

Ｅ/ｴｽﾋﾟ

Ｅ/ｷﾔｽ

石津 ちひろ∥詩 おくはら ゆめ∥絵

578/ﾊﾞｲｵ

ピーター・マキューリオ∥作 レオ・エスピノーサ∥絵

男の子は強くなきゃだめ?

141/ﾌｱﾆ

ぼくらのサブウェイ・ベイビー天下を買った女 F/ｲﾄｳ

547/ｱﾏﾉひと目でわかるWindows Server 2022

親のことが嫌いじゃないのに「なんかイヤだな」と思ったときに読む本 146/ﾌｼﾞｷ バイオマスプラスチック

ラブカは静かに弓を持つ F/ｱﾀﾞﾝ UIデザイン必携 007/ﾊﾗﾀﾞ

2ひきのカエル
伊坂 幸太郎∥著 チャールズ・ファニーハフ∥著

マイクロスパイ・アンサンブル F/ｲｻｶ おしゃべりな脳の研究

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

Ｅ/ｳｵﾒ

浅倉 秋成∥著 加藤 直人∥著

クリス・ウォーメル∥作・絵

524/ﾆﾎﾝ日本のタイル100年
安壇 美緒∥著 原田 秀司∥著

アフリカから始める水の話 517/ｲｼｶ

石川 薫、中村 康明∥著
俺ではない炎上 F/ｱｻｸ メタバース 007/ｶﾄｳ

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
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一 般 書 児 童 書

『マイホーム山谷』 『なきむしせいとく』
（369/スエナ） （E/タジマ）

末並 俊司∥著　小学館 たじま ゆきひこ∥作　童心社

『いのちの秘義　レイチェル・カーソン「センス・オブ・ワンダー」の教え』

（404/ワカマ） （K320/ワタナ）

郷　土　資　料

『渡辺健寿弁護士のくらしの法律』

若松 英輔∥著　　亜紀書房 渡辺 健寿∥著　　福島民報社

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

『ルコネサンス』
（F/アリヨ）

有吉 玉青∥著　集英社

２９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

２６日は本館・子どもライブラリーのみ開館
２９日は子どもライブラリーのみ開館

作家志望の珠絵は小説の題材探しを口実に、20数

年ぶりに父親との再会を果たしました。父への恋心

のような感情に戸惑いながらも、離れていた親子の

時間を取り戻し、距離を縮めようとします。父と娘が

家族になるために歩んだ道のりを描く、著者の自伝

的小説です。

平成21年から令和3年まで福島民報に連載された、

福島県弁護士会会長によるコラム集です。基礎的な法

律知識を持つことの大切さを説く著者が、相続や不動

産など身近な法律問題を分かりやすく解説。近年大幅

な改正で注目された、成年年齢の引き下げや債権法な

どについても取り上げています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

東京の山谷地区は、ドヤ街として知られる一方、独自

の福祉形態を築いていることでも有名です。その中で、

ホームレスのためのホスピス「きぼうのいえ」を立ち上

げた山本雅基氏は、現在、「支援される人」になっていま

した。介護ライターの著者が、山本氏の栄光と挫折を通

して、福祉と介護の現実を綴るノンフィクション。

世界に先駆けて環境汚染の実態を告発した生物学

者レイチェル・カーソン。彼女は甥のロジャーに最後の

書『センス・オブ・ワンダー』を捧げ生涯を閉じました。

『沈黙の春』のような悲劇が起こらない世の中を作る

ためのヒントが詰まったこの遺著を、批評家若松英輔

が易しく丁寧に読み解きます。

沖縄の少年・せいとくはいつも泣いているので「なちぶー

（泣き虫）」とよばれています。1945年3月、戦争が激しくな

り、アメリカ軍が島を取り囲みました。せいとくはアンマー

（お母さん）たちと必死で逃げます。

平和の大切さを伝えるために、沖縄戦を描いた絵本です。

7月の開館カレンダー ※市立図書館本館と子どもライブラリーは小・中学校の 夏休み期間の火曜日 は臨時開館します。

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。



月、戦争が激しくな


