
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

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば

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

3月9日（木）・１2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

3月21日（火） 午前11時～

イベント名 開催日時

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

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おはなし会プチ ～3歳まで

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 3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 3月23日（木） 午前10時30分～

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 3月5日（日）・12日（日） 午後3時10分～

3月4日（土） 午前10時30分～

3月2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 3月1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 3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 3月1日(水) 午前10時30分～

松川学習センター図書室

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3月16日(土) 午前10時30分～

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3月16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 3月25日（土） 午後2時～

4歳～小学生 3月4日(土) 午前11時～

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 3月26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 3月18日(土) 午後2時～

☎549-1821

市立図書館広報 2023年
３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 3月11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
3月4・11・18・25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～3月16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

３月２４日（金） -
本を借りた小学生までの方にプレゼントを差
し上げます。
今月は「わくわくおたのしみセット」です！☎526-4200

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

3月16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

福島市立図書館 この本よんで！
ふくよみ隊

3月24日（金）
午前１０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

蓬莱学習センター図書室 縄文歴史講座
「宮畑縄文人の暮らし」

3月4日（土）
午前10時～11時半

-
講師：齋藤義弘(じょーもぴあ所長)
定員：一般15名(先着順)
現在受付中。当日も空きがあれば参加可。☎549-1821

清水学習センター図書室 ふくよみの日
春のアニメ映画会

3月２４日（金）
午前１０時～１１時

-
「はなたれ小僧さま」「木龍うるし」の上映
４歳～小学生対象、申込不要

☎557-7400

西口ライブラリー 朗読会
ことのはの時間（とき）

3月19日（日）
午後2時30分～3時

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



　

にぎやかなロシア語メモ

910.2/ｲﾜｶ物語とトラウマ

911.1/ﾀﾝｶ短歌のガチャポン

中山 七里　ほか∥著

黒田 龍之助∥著

岩川 ありさ∥著

空模様の描き方

767/ｼﾞﾂｾ実践!はじめての作曲入門

『狩猟生活』編集部∥編

石崎 久∥著

クメキ∥著

小野寺 史宜∥著
花びらとその他の不穏な物語 963/ﾈﾂﾃ 帝国主義とパンデミック 498/ﾁﾊﾞﾖ

グアダルーペ・ネッテル∥著 千葉 芳広∥著

クレムリンの魔術師 953/ﾀﾞｴﾝ 中国伝統医学 名医・名著小百科 490/ｺｿﾄ

銀座に住むのはまだ早い 915.6/ｵﾉﾃﾞ

ジュリアーノ・ダ・エンポリ∥著 小曽戸 洋∥著 小田嶋 隆∥著
学校だじゃれ　 B 80 ﾅｶﾞﾀ

多和田 葉子∥著 八條 忠基∥著

ながた みかこ∥文 

914.6/ｵﾀﾞｼﾞ諦念後
池澤 春菜∥著

農業をささえる生きもの図鑑 B 61 ﾀﾆﾓ

有職植物図鑑 472/ﾊﾁｼﾞ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

レイルウエイズグラフィック∥著

スヴェン・ベッカート∥著

659/ｼﾕﾘ狩猟用語事典

アン・エンライト∥著 エルサ・パンチローリ∥著

谷本 雄治∥著 

914.6/ｲｹｻﾞSFのSは、ステキのS+
井上 ひさし∥著

住まい方を考える本 B 52 ｽﾏｲ パウル・ツェランと中国の天使 943/ﾀﾜﾀﾞ

933/ｴﾝﾗ 哺乳類前史 457/ﾊﾟﾝﾁ

鷲沢 玲子∥著

早川 茉莉∥編

岩下 哲典、藤村 泰夫∥編

農山漁村文化協会∥編

関 容子∥著

竹内 一弘、㈱クラフトーン∥編著

726/ｸﾒｷ

劉 震雲∥著 横山 明日希∥著

妹尾 理子∥監修

912.6/ｲﾉｳうま
古川 日出男∥著

アリのひみつ大図鑑 B 48 ｻﾄｳ 
佐藤 俊幸、島田 拓∥著

グリーン・ロード

一日三秋 923/ﾘﾕｳ はまると深い!数学クイズ 410/ﾖｺﾔ

藤井 青銅∥著

有馬 頼底∥著

穂村 弘∥編著群 ようこ∥著 刑部 芳則∥著
911.5/ﾌﾙｶ天音

今日はいい天気ですね。 F/ﾑﾚﾖ 洋装の日本史 383/ｵｻｶ

江面 弘也∥監修

平山 夢明∥著 原 尚美∥著

ここが終の住処かもね F/ﾋｻﾀﾞ

人類の進化大百科 B 46 ｼﾞﾝﾙ 

水野 梓∥著 内田 良、山本 宏樹∥編

更科 功∥監修 

彼女たちのいる風景 F/ﾐｽﾞﾉ だれが校則を決めるのか 375/ﾀﾞﾚｶﾞ

18歳から「大人」? 　 B 32 ｼﾞﾕｳ

松浦 寿輝∥著 モニーク・ヴィラ∥著

『18歳から「大人」?』編集委員会∥編著

香港陥落 F/ﾏﾂｳ 現代の奴隷 368/ﾋﾞﾗﾓ

地域の発展につくした先人大事典 B 28 ﾁｲｷ
柴田 好章∥監修

久田 恵∥著 野地 秩嘉∥著
俺が公園でペリカンにした話 F/ﾋﾗﾔ フリーランスがインボイスで損をしない本 336/ﾊﾗﾅ

作家超サバイバル術! 901/ｻﾂｶ
ヤスミン・ラーマン∥作

Y 93 ｺﾝｳ

Y 914 ｺﾄﾞﾓ 

伊藤忠 335/ﾉｼﾞﾂ

ディス・イズ・マイ・トゥルース Y 93 ﾗﾏﾝ

柳原 正治∥著
810/ﾌｼﾞｲ国会話法の正体

884/ｸﾛﾀﾞ

子どもお悩み相談会間借り鮨まさよ F/ﾊﾗｺ 帝国日本と不戦条約 329/ﾔﾅｷﾞ

おとなになれたら 
原 宏一∥著

どすこい! 
鵺野 莉紗∥著 ニキー・ウォーカー∥著

ニキ・コーンウェル∥作

791/ｱﾘﾏ必携茶席の禅語ハンドブック

君の教室が永遠の眠りにつくまで F/ﾇｴﾉ 「争い」入門 319/ｳｵｶ
森埜 こみち∥作

772/ｾｷﾖ名優が語る演技と人生
永井 紗耶子∥著 キャサリン・ベルトン∥著

角田 光代　ほか∥著

788/ﾃﾞﾝｾ伝説の名馬図鑑

木挽町のあだ討ち F/ﾅｶﾞｲ

F/ﾅｶﾔ 南極の食卓 297/ﾜﾀﾅ

彼女が生きてる世界線!　 Y 913 ﾅｶﾀ

Y 913 ﾓﾘﾉ 

中山 七里∥著 渡貫 淳子∥著
プーチン　（上・下） 312/ﾍﾞﾙﾄ

田丸 雅智∥著 小磯 千尋、小松 久恵∥編

中田 永一∥作

遅刻する食パン少女 F/ﾀﾏﾙ インド文化読本 292/ｲﾝﾄﾞ

ツクルとひみつの改造ボット Y 913 ﾂｼﾞﾀ 祝祭のハングマン

田中 芳樹∥著 森 功∥著

辻 貴司∥作

残照 F/ﾀﾅｶ バブルの王様 289/ﾓﾘｼ

あずきの絆 Y 913 ﾀｶﾓ

675/ｲｼｻﾞ
髙森 美由紀∥著 菊池 秀明∥著

高森 美由紀∥作

今野 敏∥著 河野 一隆∥著
藍色ちくちく F/ﾀｶﾓ 越境の中国史 222/ｷｸﾁ

ゼロからはじめて成果を出す!LINE公式アカウント集客&売上アップ術

パット・シップマン∥著

ジュリー・フレット∥文・絵

645/ｼﾂﾌﾟイヌ 人類最初のパートナー審議官 F/ｺﾝﾉ 装飾古墳の謎 210.3/ｶﾜﾉ

アグネスさんとわたし  E ﾌﾚﾂ

わたしは反対!  E ﾊﾞﾄﾞﾘ

 E ｸﾞｽﾃ
小西 マサテル∥著 本郷 和人∥著 アリシア・アコスタ、ルイス・アマヴィスカ∥文 ガスティ∥絵 

世界を変えた100の手紙　（上・下） 204/ｿﾙﾀ

色とりどりのぼくのつめ名探偵のままでいて F/ｺﾆｼ 最期の日本史 210.0/ﾎﾝｺﾞ

明治日本の産業革命遺産
コリン・ソルター∥著

戦国十二刻  女人阿修羅 F/ｷﾉｼ 当代著名人が初めてあかす私の死生観と宗教観 180/ﾄｳﾀﾞ

デビー・リヴィ∥文 エリザベス・バドリー∥絵 

611/ﾂｶｲ使い切れない農地活用読本

新編鴉の死 F/ｷﾑｿ
金 石範∥著

門井 慶喜∥著 ジョン・C.スーパー、ブライアン・K.ターリー∥著

五味 太郎∥作

596/ｽﾌﾟﾝスプーンはスープの夢をみる
木下 昌輝∥著 『月刊住職』編集部∥編

602/ﾒｲｼﾞ

キリムからの手紙  E ｷﾘﾔ

 E ｵｻｶ

 E ｺﾞﾐﾀ 
桐山 エツコ∥作・絵

594/ﾜｼｻﾞ
 尾坂 昌紀、尾坂 良幸∥写真・文

とんでやすんでかんがえて…

159/ﾖｼｵ

もも助の、引っ越しだもん江戸一新 F/ｶﾄﾞｲ

586/ﾍﾞﾂｶ綿の帝国

宗教の世界史 162/ｽﾊﾟｼﾞ 時を超える幸せの針仕事

恩送り F/ｱｻﾐ ツイッターで学ぶ「正義の教室」 158/ｻｶﾂ

エリザとさくらのものがたり
浅生 鴨∥著 𠮷岡 秀人∥著

たった二分の楽園 F/ｱｿｳ 人のために生きることは自分のために生きること

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

 E ｵｵﾉ

朝比奈 秋∥著 工藤 大河∥著

小手鞠 るい∥文 大野 八生∥絵

536/ｼﾝｶ新幹線全車種コンプリートビジュアルガイド（増補改訂版）

麻宮 好∥著 坂爪 真吾∥著

土木デザイン 513/ﾄﾞﾎﾞｸ

福井 恒明　ほか∥著
植物少女 F/ｱｻﾋ メタバース実践講座 007/ｸﾄﾞｳ

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。



2023年 印の日は休館日 2023年 印の日は休館日

3 日 月 火 水 木 金 土 3 日 月 火 水 木 金 土
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一 般 書 児 童 書

『サイボーグになる』 『ヤングケアラー』
（３６９/キムチ） （B３６/ヤング）

キム・チョヨプ、キム・ウォニョン∥著　　岩波書店 濱島 淑惠∥監修　文溪堂

『新種発見！　見つけて、調べて、名付ける方法』
（461/シンシ）

郷　土　資　料

馬場 友希、福田 宏∥編著　　山と渓谷社

杉浦 郁子、前川 直哉∥著　　青弓社

（K３６７/スギウ）

『「地方」と性的マイノリティ　東北６県のインタビューから』

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

『グレイスレス』
（F/スズキ）

鈴木 涼美∥著　文藝春秋

３１日はその他の学習センター図書室は開館

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

28日・３１日は子どもライブラリーのみ開館

ポルノ女優の化粧師をしている「私」は祖母と二人

で暮らしている。信仰の色が残る西洋建築での生活

と俗物の色が香る仕事の日々の中、「私」はポルノ女

優である彼女たちと自らの立ち位置を常に自問して

いた。小説デビュー作が芥川賞候補になった著者が

描く、女性の「性」と「生」の物語です。

東北地方は保守的で、性的マイノリティ団体の活動も

遅れていると思われがちです。しかし実態を調査する

と地域の実情に合わせていて、活動に多様性があるこ

とが分かりました。東北地方の性的マイノリティ当事者

と支援者がそれぞれの地域における取り組みと課題に

ついて語っています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

テクノロジーにより損傷を補った障害者は「サイボー

グ」？？ 聴覚障害者のＳＦ作家と、弁護士・作家・パ

フォーマーとして活躍する車椅子ユーザーの二人が、

「障害者サイボーグ」として認識されるイメージと実際

の障害者の生活の食い違い、障害者の未来の姿など

を幅広く語ります。

「新種発見」聞いただけでワクワクしませんか。「新

種」は研究者が特別な場所で発見するもの、とは限り

ません。身近なところで毎日見ている虫や草花が、実

は新種かもしれないのです。発見者本人が新種を発見

し、データを収集して学術誌への記載を果たすまでの

道筋を詳しく紹介します。

ケアとは、だれかのお世話やお手伝いをすることです。

そして、ヤングケアラーとは、大人のように家族をケアす

る子どものことをいいます。この本では、家庭生活の中に

どれだけのケアがあるのかを掘り下げ、最新の調査から

分かったヤングケアラーの悩みや、彼らを助ける社会のし

くみを伝えます。

３ 月 の 開 館 カ レ ン ダ ー

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。


