
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
赤ちゃんタイム

8月18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。

福島市立図書館 第6回福島市ビブリオバトル
【会場：こむこむ館】

8月7日（日）
午後1時30分～

-
中学生・高校生が制限時間内でおすすめの本
を発表、参加者の投票でチャンプ本を決定し
ます。観戦者募集（申込不要）。☎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

8月11日（木）・14日（日）
ブックスタート：午前11時～

ブックステップ：午前11時30分～
-

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）☎５３１－６５５１

☎５３１－６５５１

8月21日（日） 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 8月7・14日 午後3時10分～

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おはなし会～夏のライブラリースペシャル～ 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 8月4日（木）・21日（日） 午前11時～

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 4歳～小学生 8月20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 8月25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 8月3日（水） 午前10時～

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 8月18日(木) 午前10時30分～

8月13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 8月3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 8月6日(土) 午前11時～

☎542-2122

8月6日（土） 午前10時30分～

8月4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 8月18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 8月27日（土） 午後2時～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 8月28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 8月20日(土) 午後2時～

☎549-1821

市立図書館広報 2022年
８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 8月20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
8月6・13・20・27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～8月18日（木）

※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

８月２４日（水） -
本を借りた方にプレゼントを差し上げます。
８月は「わたあめやさんごっこ」です！
対象：小学生まで☎５２６－４２００

福島市立図書館
（本館・分館・各学習センター図書室）

ふくよみの日
貸出２倍キャンペーン

～暑い夏には　おうちで読書♪～
８月２４日（水） -

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

福島市立図書館 「図書館のお仕事体験」
参加者募集

9月24日（土）
午前9時30分～12時

-
カウンター業務やバックヤードツアー等の体験
対象：小学５・６年生　定員：６名（先着順）
申込：8月24日（水）から来館または電話にて☎５３１－６５５１



　

くらべて覚える韓国語

910.2/ｾﾄｳ私解説

911.1/ﾖｺﾔいちばんやさしい短歌

島田 雅彦∥著

古田 富建∥著

瀬戸内 寂聴∥著

動画の文法

754/ｺｶﾞｼ焦がして描くぬくもりのハンドメイドウッドバーニングのすべて

渡辺 大輔∥著

中村 恵二、榎木 由紀子∥著

神井 護∥著

椎名 誠∥著
リャマサーレス短篇集 963/ﾘﾔﾏ 知っておきたい爪の知識と病気 494/ﾋｶﾞｼ

フリオ・リャマサーレス∥著 東 禹彦∥著

アスファール 953/ﾈﾐﾛ ウソをつく生きものたち 481/ﾓﾘﾕ

シルクロード・楼蘭探検隊 915.6/ｼｲﾅ

イレーヌ・ネミロフスキー∥著 森 由民∥著 群 ようこ∥著
小学生のためのはじめての「クラシック音楽」 B76/ｼﾖｳ

ジョルジュ・シムノン∥著 土屋 健∥著

「子どもとクラシック音楽」研究会∥著

914.6/ﾑﾚﾖ今日は、これをしました
李 良枝∥著

食品ロスはなぜ減らないの? B61/ｺﾊﾞﾔ

生命の大進化40億年史 457/ﾂﾁﾔ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

青木 タカオ∥著

町田 忍∥著

673/ﾜﾀﾅさよならデパート

ジョン・ロード∥著 ワーウィック・ヴィンセント∥著

小林 富雄∥著

914.6/ｲﾔﾝことばの杖
倉本 聰∥著

押す図鑑ボタン B53/ﾆｼﾑ運河の家 人殺し 953/ｼﾑﾉ

933/ﾛﾄﾞｼﾞ 湖の科学 452/ﾋﾞﾝｾ

ジャック・ルール∥著

印度カリー子∥著

神山 典士∥著

コツメカワウソ研究会∥編著

小出 斉∥著

746/ｶﾐｲ

ネヴ・マーチ∥著 ニュートン編集部∥編著

西村 まさゆき∥編・著

912.7/ｸﾗﾓ破れ星、流れた
左川 ちか∥著

貝のふしぎ発見記 B48/ﾀｹﾀﾞ

武田 晋一∥写真・文
デイヴィッドスン事件

ボンベイのシャーロック 933/ﾏﾁﾈ 三角関数 413/ｻﾝｶ

堀 公俊∥著

白石 勇一∥著

横山 未来子∥著G.G.バイロン∥ほか著 菊地 ひと美∥著　絵
911.5/ｻｶﾞﾜ左川ちか全集

吸血鬼ラスヴァン 933/ｷﾕｳ 江戸で部屋さがし 383/ｷｸﾁ

島沢 優子∥著

水野 梓∥著 成美堂出版編集部∥編著

宙ごはん F/ﾏﾁﾀﾞ

星座と神話大じてん B44/ﾅｶﾞﾀ

ケヴィン・ウィルソン∥著 阿比留 久美∥著

永田 美絵∥著

リリアンと燃える双子の終わらない夏 933/ｳｲﾙ 子どものための居場所論 370/ｱﾋﾞﾙ

12歳から始めるあがらない技術 B14/ﾄﾘﾀ

方方∥著 中野 信子∥著

鳥谷 朝代∥著

柩のない埋葬 923/ﾌｱﾝ フェイク 361/ﾅｶﾉ

13歳からの著作権 B02/ｼﾞﾕｳ

久保田 裕∥監修

町田 そのこ∥著 野口 悠紀雄∥著
名もなき子 F/ﾐｽﾞﾉ いまさら聞けないビジネス用語BOOK 336/ｲﾏｻ

小説作法XYZ 901/ｼﾏﾀﾞ

ハンス・クリスチャン・アンデルセン∥著

Y94/ｸﾞﾘﾑ

Y93/ﾘｵﾀﾞ

円安が日本を滅ぼす 332/ﾉｸﾞﾁ

アンデルセン童話集 Y949/ｱﾝﾃﾞ

國部 徹∥監修
809/ﾎﾘｷ世界一やさしい会議ファシリテーションの教科書1年生

829/ﾌﾙﾀ

クマのプーさんのむかしむかし森をひらいて F/ﾋﾅｸ 法律トラブルを解決するならこの1冊 320/ﾎｳﾘ

グリム童話集
雛倉 さりえ∥著

じゅんくんの学校
東川 篤哉∥著 ロラン・カルルエ∥著

ヤーコプ・L.C.グリム∥ほか著

795/ｼﾗｲやさしく語る囲碁・石の攻め方

うまたん F/ﾋｶﾞｼ 地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック 319/ｶﾙﾙ

福田 隆浩∥文

764/ｺｲﾃﾞブルース・ロールズ・オン!!
花村 萬月∥著 池上 彰∥著

ジェーン・リオーダン∥文

780/ｼﾏｻﾞスポーツ毒親

姫 F/ﾊﾅﾑ

F/ﾆｼﾑ 北海道廃線紀行 291.1/ｱｼﾊ

ソロ沼のものがたり Y913/ﾀﾃﾉ

Y913/ﾌｸﾀﾞ

西村 賢太∥著 芦原 伸∥著
独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 319/ｲｹｶﾞ

西尾 潤∥著 須藤 功∥著

舘野 鴻∥作

無年金者ちとせの告白 F/ﾆｼｵ 宮本常一 289/ﾐﾔﾓ

スペシャルQトなぼくら Y913/ｷｻﾗ雨滴は続く

堂場 瞬一∥著 松本 典昭∥著

如月 かずさ∥著

鷹の系譜 F/ﾄﾞｳﾊﾞ 図説メディチ家の興亡 288/ﾏﾂﾓ

海をわたる動物園 Y913/ｲﾁｶ

689/ﾅｶﾑ

そえだ 信∥著 フレデリック・テイラー∥著

いちかわ けいこ∥作

佐藤 雫∥著 平山 周吉∥著
臼月トウコは援護りたい F/ｿｴﾀﾞ 一九三九年誰も望まなかった戦争 233/ﾃｲﾗ

最新旅行業界の動向とカラクリがよ～くわかる本

ウィリアム・ブライアント・ローガン∥著

ロマナ・ロマニーシン、アンドリー・レシヴ∥作

650/ﾛｶﾞﾝ樹木の恵みと人間の歴史さざなみの彼方 F/ｻﾄｳ 満洲国グランドホテル 222/ﾋﾗﾔ

戦争が町にやってくる E/ﾛﾏﾆ

世界の市場 E/ﾃﾞｽﾆ

E/ｱﾝｾﾞ

今野 敏∥著 福田 千鶴∥著 アン・ゼソン∥作・絵

大惨事の人類史 204/ﾌｱｶﾞ

サンサロようふく店任俠楽団 F/ｺﾝﾉ 大奥を創った女たち 210.5/ﾌｸﾀﾞ

トカイナカに生きる
ニーアル・ファーガソン∥著

無垢なる花たちのためのユートピア F/ｶﾜﾉ インディオの聖像 198/ﾀﾁﾊﾞ

マリヤ・バーハレワ∥文　アンナ・デスニツカヤ∥絵

645/ｶﾜｳカワウソをよく知るための本

たんぽぽ球場の決戦 F/ｺｼｶﾞ

越谷 オサム∥著

桂 望実∥著 有川 真由美∥著

ふくなが じゅんぺい∥作

596/ｲﾝﾄﾞひとりぶんのスパイスお菓子
川野 芽生∥著 立花 隆∥文

601/ｺｳﾔ

デンタウン E/ﾅｶｶﾞ

E/ﾁｶﾂ

E/ﾌｸﾅ

中垣 ゆたか∥作

586/ﾙﾙｼﾞ

ちかつ たけお∥作・絵

へびながすぎる

150/ｲｹﾏ

くらべるえほん たべもの残された人が編む物語 F/ｶﾂﾗ

545/ﾏﾁﾀﾞ町田忍の懐かしの昭和家電百科

50歳から花開く人、50歳で止まる人 159/ｱﾘｶ リネンの歴史とその関連産業

風を彩る怪物 F/ｲﾂｷ 朝日新聞政治部 070/ｻﾒｼﾞ

くみたて
梶 よう子∥著 池松 辰男∥著

広重ぶるう F/ｶｼﾞﾖ 西洋倫理思想の考え方

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ﾀﾅｶ

天津 佳之∥著 IPUSIRON∥著

田中 達也∥作

537/ｱｵｷよくわかる最新バイクの基本と仕組み
逸木 裕∥著 鮫島 浩∥著

生きつづける民家 521/ﾅｶﾑ

中村 琢巳∥著
あるじなしとて F/ｱﾏﾂ ホワイトハッカーの教科書 007/ｲﾌﾟｼ

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

8 日 月 火 水 木 金 土 8 日 月 火 水 木 金 土
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28 29 30 31 28 29 30 31

一 般 書 児 童 書

『アウシュヴィッツのお針子』 『ホホジロザメ』
（234/アドリ） （E/セキシ）

ルーシー・アドリントン∥著　河出書房新社 沼口 麻子∥文　関 俊一∥絵　福音館書店

『低燃費のためのタイヤの基礎知識』
（537/マニワ） （K767/マチダ）

郷　土　資　料

『土湯賛歌　男の友情物語』

馬庭 孝司∥著　　グランプリ出版 町田 久次∥著　　歴史春秋出版

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

『呼び出し』
（943/ミユラ）

ヘルタ・ミュラー∥著　三修社

３１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

２・９・１６日は本館・子どもライブラリーのみ開館
３１日は子どもライブラリーのみ開館

1980年代、独裁政権下のルーマニアで国外逃亡

の嫌疑をかけられた「私」は、毎回10時の呼び出しに

行く路面電車の中で、様々な光景を目にします。そこ

から呼び起こされる過去のエピソードと現在がつな

がっていく長編小説です。著者はルーマニア生まれ

のノーベル賞作家です。

1978年に発表された『土湯讃歌』は、さとう宗幸さ

ん、ダークダックス、倍賞千恵子さんらが歌って全国的

なヒット曲となりました。作詞作曲は、県外からやって

きた、音楽には素人のテレビカメラマンたち。土湯の美

しい自然から生まれた『土湯讃歌』と、そのヒットを支え

た人たちの交流を描きました。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

アウシュヴィッツ強制収容所には、収容所所長の妻が

創設したファッションサロンがありました。お針子に選

ばれた囚人が、ユダヤ人からの略奪品を材料に、ナチス

幹部家族らのための美しい服を仕立てていたのです。

針と糸と強い友情の力で地獄を生き抜いたユダヤ人女

性たちの実話です。

自動車産業は、環境対応と安全技術という二つの大

きなテーマのもと、変革の時代を迎えています。なか

でもタイヤは、車の性能を支える重要な役割を果たし、

燃費などにも大きく影響しています。タイヤの歴史に

も触れつつ、環境や安全への配慮を目指す現在のタイ

ヤ事情について学んでみませんか。

大きな体を動かしてオットセイに忍び寄るのは、魚類最強ハ

ンターと言われるホホジロザメ。海の中では一体どのような生

活をしているのでしょうか？ 映画「ジョーズ」のモデルにも

なった巨大なサメの実態に迫ります。本から飛び出してきそう

なほど迫力あるイラストが魅力的。大人も楽しめる一冊です。

８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。


