
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。

6月24日(金) -
本を借りた方にプレゼントをさし上げます。
6月は「カラフルアンブレラ」です。
対象：小学生まで☎526-4200

※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 「きんぎょがにげた」の
手作り人形講座

6月26日(日)
午前9時45分～12時

500円
(材料費)

・6月6日～13日に子どもライブラリー窓口で
受付(電話可)　・定員10名による抽選制
※申込多数の場合6月15日～19日に抽選結果連絡。☎526-4200

-
本を借りた利用者にプレゼントをさしあげます。
対象：高校生以下

☎531-6551

飯坂学習センター図書室 子どもと楽しむ
てあそび・わらべうた

6月18日(土)
午前10時30分～

11時30分
-

てあそび・わらべうたでふれあいます。
対象：市内在住の0～3歳の乳幼児と保護者（先
着7組）・6月1日(水)より申込受付（電話可）☎542-2122

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

6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。
定員各６組（事前電話予約制）☎５３１－６５５１

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

6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

西口ライブラリー 朗読会
ことのはの時間（とき）

6月11日（土）
午後2時30分～3時

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

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

市立図書館広報 2022年
６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 6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
6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～6月16日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 6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 6月18日(土) 午後2時～

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 6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 6月25日（土） 午後2時～

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 6月4日(土) 午前11時～

☎542-2122

6月4日（土） 午前10時30分～

6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 6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

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 6月9日(木) 午前10時30分～

6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 6月1日(水) 午前10時30分～

吾妻学習センター図書室

福島市立図書館
「わたしのふくよみ本」展

６月1日（水）
    ～6月29日（水）

-
市民のみなさんから募集した「ふくよみ本」（お
すすめ本）とメッセージカードを展示します。

☎531-6551

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 6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 6月23日（木） 午前10時30分～

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

６月２４日（金）

6月26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 6月5日（日）・12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 おはなし会プチ 4歳～小学生

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 6月2日（木）・19日（日） 午前11時～



　

儲かる企業は必ずやっている「見えないコスト」削減! 509/ｲﾜﾑ

岩室 宏∥著
彼女が知らない隣人たち F/ｱｻﾉ Visual C++ 2022パーフェクトマスター 007/ｷﾝｼﾞ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ﾅｶﾞｸ

あさの あつこ∥著 金城 俊哉∥著

長倉 洋海∥著

519/ﾌｼﾞｵ一億人のSDGsと環境問題
芦辺 拓∥著 寺島 知春∥著

名探偵は誰だ F/ｱｼﾍﾞ 非認知能力をはぐくむ絵本ガイド180 019/ﾃﾗｼ

お祭りが大好きパヤベくん
五十嵐 律人∥著 山竹 伸二∥著

六法推理 F/ｲｶﾞﾗ 共感の正体 141/ﾔﾏﾀ

えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい毎日逆転のアリバイ F/ｶﾉｳ

547/ｵﾃﾞｲオーディオ知恵袋

すごい神話 164/ｵｷﾀ うまいビールが飲みたい！ E/ﾌﾘﾔ

E/ﾖｼﾀ

桃山 鈴子∥作

588/ｸﾂｸ

松岡 享子∥原案・文　降矢 なな∥文・絵

かみはこんなにくちゃくちゃだけど

香納 諒一∥著 沖田 瑞穂∥著

ヨシタケ シンスケ∥著

595/ｾｶｲ世界一簡単なメンズメイクの教科書
呉 勝浩∥著 高野 信治∥著

611/ﾁｲｷ

へんしん E/ﾓﾓﾔ爆弾 F/ｺﾞｶﾂ 神になった武士 172/ﾀｶﾉ

サラ・オレアリー∥さく　チィン・レン∥え

624/ﾂﾁﾔ図解&事例スマート農業が拓く次世代の施設園芸

ショートケーキ。 F/ｻｶｷ

坂木 司∥著

極彩色壁画の発見 高松塚古墳・キトラ古墳 210.3/ﾋﾛｾ

ライラックどおりのおひるごはんたとえ世界を敵に回しても F/ｼｶﾞｱ 斎藤一 京都新選組四番隊組頭 289/ｻｲﾄ

地域人材を育てる手法
廣瀬 覚、建石 徹∥著

わたしのかぞくみんなのかぞく E/ﾚﾝﾁ

E/ｻﾗﾌ

志駕 晃∥著 伊東 成郎∥著 フェリシタ･サラ∥作

渡辺 均∥監修

ソフィー・ラグーナ∥文　ジュディ・ワトソン∥絵

627/ﾆﾜｵ庭を彩る宿根草図鑑ヘパイストスの侍女 F/ｼﾗｷ 四角六面 289/ﾙﾋﾞﾂ

おとうとがおおきくなったら E/ﾜﾄｿ

新庄 耕∥著 日本景観生態学会∥編

佐藤 いつ子∥著

白木 健嗣∥著 エルノー・ルービック∥著
夏が破れる F/ｼﾝｼﾞ 景観生態学 290/ｹｲｶ

世界をゆるがしたアート
高田 崇史∥著 下川 裕治∥著

土屋 千鶴∥作

QED神鹿の棺 F/ﾀｶﾀﾞ 「おくのほそ道」をたどる旅 291.2/ｼﾓｶ

ソノリティ Y913/ｻﾄｳ

702/ﾎﾂｼﾞ

辻堂 ゆめ∥著 角幡 唯介∥著

濱野 京子∥作

二重らせんのスイッチ F/ﾂｼﾞﾄﾞ 裸の大地 297/ｶｸﾊ

カイトとルソンの海 Y913/ﾂﾁﾔ女人入眼 F/ﾅｶﾞｲ 風のことは風に問え 299/ｼﾝﾎﾞ

マスクと黒板 Y913/ﾊﾏﾉ

Y913/ﾚｲｼﾞ

永井 紗耶子∥著 辛坊 治郎∥著
「トランプ信者」潜入一年 312/ﾖｺﾀ

令丈 ヒロ子∥著

755/ｷｹﾞﾝ起源がわかる宝石大全
仁志 耕一郎∥著 横田 増生∥著

デュボース・ヘイワード∥作

762/ｵｻﾞﾜ小澤征爾、兄弟と語る

咲かせて三升の團十郎 F/ﾆｼｺ

病院図書館の青と空
早見 和真∥著 バーバラ・ランスビー∥著

アン・クレア・レゾット∥作

787/ｾﾞﾛｶゼロから始める渓流釣り入門

八月の母 F/ﾊﾔﾐ ブラック・ライヴズ・マター運動誕生の歴史 316/ﾗﾝｽ

かあさんうさぎと金のくつマスカレード・ゲーム F/ﾋｶﾞｼ すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新空き家をめぐる法律と税金 324/ｽｸﾞﾆ

目で見ることばで話をさせて
東野 圭吾∥著

Y93/ﾚｿﾞﾂ

Y93/ﾍｲﾜ

プリズン・サークル 326/ｻｶｶﾞ

スカンダーと奪われたユニコーン Y933/ｽﾃﾂ

旭 祐樹∥監修
810/ｻｲﾄなぜ日本語はなくなってはいけないのか

910.2/ｼﾊﾞﾘ

『この本、おすすめします!』編集委員会∥編著

藤原 緋沙子∥著 坂上 香∥著
曼陀羅華X F/ﾌﾙｶ 図解わかる倒産のすべて 327/ｽﾞｶｲ

忍者とは何か 910.2/ﾖｼﾏ

A.F.ステッドマン∥著

B20/ﾋｽﾄ

松城 明∥著 平林 都∥著

ドーリング・キンダースリー社編集部∥企画・編集

可制御の殺人 F/ﾏﾂｼ 平林先生、大人として恥ずかしくないマナーを教えてください。 336/ﾋﾗﾊﾞ

みんなで図書館活動この本、おすすめします!（全3巻） B01/ﾐﾝﾅ

世界を変えた146人の子ども B28/ﾌﾞﾘﾂ

村崎 なぎこ∥著 新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チーム∥著

ルーラ・ブリッジポート∥著

百年厨房 F/ﾑﾗｻ 失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック 367/ｼﾂﾊﾟ

ヒストリーアトラス

幸田文　生きかた指南

宗歩の角行 F/ﾔﾂﾔ 対人援助のスキル図鑑 369/ｵｵﾔ

小澤 俊夫∥ほか著

古川 日出男∥著 増田 智彦∥監修

菜の花の道 F/ﾌｼﾞﾜ

流浪蒼穹 923/ﾊｵｼﾞ 数学ガールの秘密ノート　図形の証明 410/ﾕｳｷ

齋藤 孝∥著

桂 文我∥著谷津 矢車∥著 大谷 佳子∥著
914.6/ｺｳﾀﾞ

郝 景芳∥著 結城 浩∥著

小川 忠博∥写真・文

914.6/ﾓﾘﾑ老いの正体
幸田 文∥著

未来が広がる最新ロボット技術（全3巻） B54/ﾐﾗｲ

古田 貴之∥監修
ユ・ウォン 929/ﾍﾟｸｵ 津波詳細地図にみる東日本大震災の10年 453/ﾂﾅﾐ

くっくショーヘイ∥著

西日本ヘアメイクカレッジ∥編著

中塚 雅也、山浦 陽一∥編著

土屋 和∥著

諏訪 恭一∥ほか著

宇野 謙治、佐原 まい∥著

724/ｽｺﾂ

ペク・オニュ∥著 原口 強∥ほか著

三田村 信行∥文

915.6/ｽｴｲ猫コンプレックス母コンプレックス
森村 誠一∥著

はっこう B58/ｵｶﾞﾜガーナに消えた男 933/ｸｱﾃ ウイルスの進化史を考える 465/ﾀｹﾑ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

藤岡 達也∥著

stereo∥編

689/ﾏﾂｼワーケーション企画入門

短歌部、ただいま部員募集中！ Y911/ｺｼﾞﾏ

クワイ・クァーティ∥著 武村 政春∥著

小島 なお、千葉 聡∥著

929/ｷﾑﾊ話すことを話す
末井 昭、春日 武彦∥著

どれだけ知ってる?対義語類義語 B81/ﾐﾀﾑあの図書館の彼女たち 933/ｽｹｽ となりのハト 488/ｼﾊﾞﾀ

サン=テグジュペリの世界 950/ｻﾝﾃ

ジャネット・スケスリン・チャールズ∥著 柴田 佳秀∥著 キム・ハナ∥著

武藤 剛史∥著
氷の城 949/ﾍﾞｽｵ 「天気が悪いと調子が悪い」を自分で治す本 498/ｻﾄｳ

タリアイ・ヴェーソス∥著 佐藤 純∥著

アクリル画バイブル

746/ｳﾉｹPremiere Pro構成から効果まで魔法のレシピ

松下 慶太∥著

スージー・ホッジ∥著

マリリン・スコット∥著

司馬遼太郎もうひとつの幕末史

911.3/ｺﾊﾞﾔ我と来て遊べや親のない雀

913.7/ｶﾂﾗ桂文我上方落語全集　（第４巻）

吉丸 雄哉∥著

小林 一茶∥著

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

6 日 月 火 水 木 金 土 6 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 月 1 2 3 4
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26 27 28 29 30 26 27 28 29 30

一 般 書 児 童 書

『不動明王』 『まいごのモリーとわにのかばん』
（186/ワタナ） （E/ハタコ）

渡辺 照宏∥著　吉川弘文館 こまつ のぶひさ∥ぶん　はた こうしろう∥え　童心社

『鉄道好きのための法律入門』
（６86/コジマ） （K361/ハヤシ）

郷　土　資　料

『「正しさ」の商人　情報災害を広める風評加害者はだれか』

小島 好己∥著　　天夢人 林 智裕∥著　　徳間書店

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

『ちいさな世界　せなけいこ詩画集』
（911.5/セナケ）

せな けいこ／詩・絵　ポプラ社

その他の学習センター図書室は３０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

子どもライブラリーは３０日は開館

絵本作家・せなけいこさん初の詩画集です。これま

での作品で描かれた温かくユーモラスな絵とともに、

17篇の詩を収録しています。最初に登場するのは

「土星は はちまきしています」からはじまる土星の

詩。作者の優しいまなざしが感じられます。

福島第一原発事故の際に広まった福島県への風評被

害は未だに無くなりません。なぜ、不安を煽る情報は広

がり、科学的根拠に基づいた正しい情報は届かないの

でしょうか。原発事故後の食品や健康被害に関する誤っ

た情報がどのようにして事実とされたのかを検証し、

正確な情報の伝え方・受け取り方について示します。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

「お不動さま」として、古くから多くの人に信仰されて

きた不動明王。日本で不動尊信仰がどのように根付い

たのか、文学や歌舞伎などの芸術作品の中で不動明王

がどう扱われてきたのかを、時代を追って紐解きます。

また、密教やインド宗教の聖典から、不動明王の定義に

ついて考察しています。

鉄道趣味が高じたトラブルが起こると、同好の士は

肩身が狭くなります。そこで、正々堂々と鉄道を満喫

するために、撮影や発車ベルの録音など、鉄道ファン

が気を付けることを法律に基づいて解説。乗車区間や

持ち込み荷物に関することなど、鉄道を利用する際に

役立つ事柄も取り上げています。

ひつじのモリーはおさんぽがだいすき。きょうもおとうさ

んにもらった「わにのかばん」をもってまちへおでかけです。

けれどもあるいても、あるいても、まちにつかず、まいごに

なってしまいました。でも、だいじょうぶ！ 「わにのかばん」

にはふしぎなちからがあるのです。

６ 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。


