
対象年齢

～3歳まで

～3歳まで

4歳～小学生

信陵学習センター臨時休館日：6月6日（日）～6月7日（月）、6月27日（日）～6月28日（月）

渡利学習センター臨時休館日：6月19日（土）～6月21日（月）、7月10日（土）～7月12日（月）

信夫学習センター臨時休館日：6月24日（木）～6月26日（土）、7月15日（木）～7月17日（土）

吉井田学習センター臨時休館日：7月4日（日）～7月5日（月）、7月25日（日）～7月26日（月）

参加費

５００円

午後2時～

※学習センター図書室は新型コロナワクチン接種会場となる日は臨時休館します（おはなし会のない施設は下記日程）

午前10時30分～おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月３日（木）

※臨時休館日：6月17日（木）～6月19日（土）、7月8日（木）～7月10日（土）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月２４日（木） 午前10時30分～

午前11時～

おはなし会プチ 6月6・13・19・27日 午後3時10分～

吾妻学習センター図書室 おはなしのにじ 4歳～小学生 ６月１９日（土） 午前10時30分～

☎526-3353

子どもライブラリー

☎526-4200

※臨時休館日：6月16日（水）～6月18日（金）、7月7日（水）～7月9日（金）

午後2時～

☎557-7400

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12日(土) 午前10時30分～

午後２時～

☎554-1115

もちずり学習センター図書室 おはなしバスケット

午前10時30分～

※臨時休館日：6月6日（日）～6月7日（月）、6月27日（日）～6月28日（月）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月１７日（木） 午前10時30分～

※臨時休館日：7月7日（水）～7月8日（木）、7月28日（水）～7月29日（木）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月１０日（木） 午前10時30分～

4歳～小学生 ６月２６日（土）

どようびのおはなし会 4歳～小学生
６月５・１２・１９・２６日

午後2時～
毎週土曜日

市立図書館広報 2021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

午前10時30分～6月17日（木）

福島市立図書館

「ふくしま読書の日」
貸出２倍キャンペーン

６月２４日（木）
※信夫学習センターのみ

６月２３日（水）に実施

無料
図書館の貸し出し冊数が通常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。

各学習センター図書室

講座・イベント
施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

☎531-6551 おひざにだっこのおはなし会

おひざにだっこのおはなし会 6月3（木）・20日（日）

松川学習センター図書室

☎534-2470

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１９日（土）

☎549-1821

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 6月２０日(日)

※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。また、参加者が多い場合には、入場の制限
または回を分けて行う場合があります。マスクの着用をお願いします。また、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。

※臨時休館日：6月11日（金）～6月13日（日）、7月2日（金）～7月5日（月）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月２日(水) 午前10時30分～

※臨時休館日：7月5日（月）～7月7日（水）、7月26日（月）～7月28日（水）

☎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５日（土） 午前11時～

☎542-2122

おはなしロケット 4歳～小学生

子どもライブラリー

☎5２６-４２００

フレデリックの手作り
人形教室

6月30日（水）
１０：００～１２：００

おはなしのとびら 4歳～小学生 ６月１２日(土)

６月５日（土）

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ６月１７日（木） 午前10時30分～

※臨時休館日：6月10日（木）～6月12日（土）、7月1日（木）～7月3日（土）

午前10時30分～

北信学習センター図書室

西口ライブラリー

福島市立図書館
子どもライブラリー

（定員10名・先着順）

6月9日（水）午前9時30分より子どもライブラ
リー・各学習センター図書室窓口で受付
（子どもライブラリーのみ電話受付可）
※昨年の「フレデリックの手作り人形講座」に参加
された方は今回は申込できません。



　

これが鳥獣戯画でござる B72/ｺﾚｶﾞ

ビアンカ・ピッツォルノ∥著 井田 徹治∥著 リサ・タッデオ∥著 結城 昌子∥構成　文

ミシンの見る夢 973/ﾋﾟﾂﾂ 次なるパンデミックを回避せよ 498/ｲﾀﾞﾃ 三人の女たちの抗えない欲望 936/ﾀﾂﾃﾞ

日本庭園を楽しむ絵本 B62/ｵｵﾉ

ワジディ・ムアワッド∥著 田中 修∥著 杉山 文野∥著 大野 八生∥作

アニマ 953/ﾑｱﾜ かぐわしき植物たちの秘密 471/ﾀﾅｶ 3人で親になってみた 916/ｽｷﾞﾔ

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 B49/ｲﾉｳ

オイズル・アーヴァ・オウラヴスドッティル∥著 中島 円∥著 沢野 ひとし∥著 井上 祐紀∥著

花の子ども 949/ｵｲｽﾞ その問題、デジタル地図が解決します 448/ﾅｶｼﾞ 真夏の刺身弁当 915.6/ｻﾜﾉ

身近な材料でKidsおもしろ科学遊び B40/ﾐｼﾞｶ

リン・マー∥著 山本 昌宏∥監修 平凡社編集部∥編 青野 裕幸∥著

断絶 933/ﾏﾘﾝ 文系のためのめっちゃやさしい対数 411/ﾌﾞﾝｹ 作家と猫 914.6/ｻﾂｶ

みんなに好かれなくていい B36/ﾜﾀﾞﾋ

リサ・タトル∥著 齋藤 勝裕∥著 川上 弘美∥著 和田 秀樹∥著

夢遊病者と消えた霊能者の奇妙な事件 933/ﾀﾄﾙ ニセ科学の栄光と挫折 404/ｻｲﾄ さよなら、ながいくん。 914.6/ｶﾜｶ

武器ではなく命の水をおくりたい 中村哲医師の生き方 B33/ﾐﾔﾀ

三浦 しをん∥著 浅井 春夫∥編著 東 直子∥著 宮田 律∥著

エレジーは流れない F/ﾐｳﾗ 乳幼児期の性教育ハンドブック 376/ﾆﾕｳ 短歌遠足帖 911.1/ﾋｶﾞｼ

ニッポン第1号ものがたり B03/ｸｽﾉ

松田 青子∥著 佐藤 拓代∥編著 藤井 淑禎∥著 楠木 誠一郎∥著

【　絵本・読み物以外の児童書　】
古内 一絵∥著 大堀 具視∥著 吉田 悠軌∥著

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 F/ﾏﾂﾀﾞ 見えない妊娠クライシス 369/ｻﾄｳ 乱歩とモダン東京 910.2/ｴﾄﾞｶﾞ

最高のアフタヌーンティーの作り方 F/ﾌﾙｳ 利用者の“動き出し”を引き出すコミュニケーション 369/ｵｵﾎ 一生忘れない怖い話の語り方 901/ﾖｼﾀﾞ

わたしが鳥になる日 Y93/ｽﾀｸ

文縞 絵斗∥著 清永 奈穂∥著 桃戸 ハル∥原案 サンディ・スターク‐マギニス∥作

依存 F/ﾌﾐｼ いやです、だめです、いきません 368/ｷﾖﾅ ミステリ仕掛けの英単語 837/ﾓﾓﾄ

パリ・オペラ座バレエ学校物語 Y95/ﾊﾞﾙﾌ

東野 圭吾∥著 漆原 香奈恵∥著 福井県教育委員会∥編 エリザベット・バルフェティ∥著

白鳥とコウモリ F/ﾋｶﾞｼ 障害年金の手続きから社会復帰まで 364/ｳﾙｼ 白川静博士の漢字の世界へ 821/ｼﾗｶ

ほんとうのことしかいえない真実の妖精 Y93/ﾍｲｸﾞ 

東川 篤哉∥著 大杉 潤∥著 石塚 修∥著 マット・ヘイグ∥文

新謎解きはディナーのあとで F/ﾋｶﾞｼ 定年ひとり起業 335/ｵｵｽ 茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ 791/ｲｼｽﾞ

Mガールズ Y913/ﾊﾏﾉ

帚木 蓬生∥著 榎本 泰子∥著 バディスポーツ幼児園∥著 濱野 京子∥著

沙林 F/ﾊﾊｷ 「敦煌」と日本人 319/ｴﾉﾓ 運動能力をぐんぐん伸ばす親子体操 780/ｳﾝﾄﾞ

きみのなまえ Y913/ｱﾝｽﾞ 

谷村 志穂∥著 野口 雅弘∥編著 小松 亮太∥著 あんず ゆき∥作

半逆光 F/ﾀﾆﾑ よくわかる政治思想 311/ﾖｸﾜ タンゴの真実 764/ｺﾏﾂ

さいごのゆうれい Y913/ｻｲﾄ

新堂 冬樹∥著 ヤマザキ マリ∥著 たいら めぐみ∥[編]著 斉藤 倫∥著

なごり雪 F/ｼﾝﾄﾞ ヤマザキマリの世界逍遙録 290/ﾔﾏｻﾞ お人形事典 759/ｵﾆﾝ

あしたの幸福 Y913/ｲﾄｳ

佐々木 裕一∥著 合田 一道∥著 芸術新潮編集部∥編 いとう みく∥著

【　読　み　物　】
佐伯 泰英∥著 寺田 英視∥著 中野 明∥著

義士切腹 F/ｻｻｷ 「アイヌ新聞」記者高橋真 289/ﾀｶﾊ 謎解き鳥獣戯画 721/ﾅｿﾞﾄ

初詣で F/ｻｴｷ 婆娑羅大名佐々木道誉 289/ｻｻｷ 最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 694/ﾅｶﾉ

青のなかの青 E/ﾛﾋﾞﾝ

西條 奈加∥[著] 塩尻 和子∥著 金澤 秀則∥著 フィオナ・ロビンソン∥作

曲亭の家 F/ｻｲｼﾞ イスラーム文明とは何か 227/ｼｵｼﾞ こんなにおもしろい探偵業の仕事 673/ｶﾅｻﾞ

くまちゃんがちいさくなっちゃった E/ﾏﾂｼ

久坂部 羊∥著 楊 海英∥著 福田 健二∥編集 トム・エリヤン∥文　ジェーン・マッセイ∥絵

MR F/ｸｻｶ 紅衛兵とモンゴル人大虐殺 222/ﾔﾝﾊ 樹木医学入門 654/ｼﾞﾕﾓ

いえのなかといえのそとで E/ﾌｱﾑ

梶 よう子∥著 樋口 健太郎∥著 有岡 利幸∥著 レウィン・ファム∥作　

本日も晴天なり F/ｶｼﾞﾖ 摂関家の中世 210.3/ﾋｸﾞﾁ 藤と日本人 627/ｱﾘｵ

ヴォドニークの水の館 E/ﾌﾘﾔ

大沢 在昌∥著 上野 誠∥著 香坂 玲∥著 まき あつこ∥文　降矢 なな∥絵

悪魔には悪魔を F/ｵｵｻ 教会と千歳飴 210.0/ｳｴﾉ 有機農業で変わる食と暮らし 612/ｺｳｻ

おひさまわらった E/ｷｸﾁ

榎田 ユウリ∥著 安藤 俊介∥著 がなはようこ:ピポン∥著 きくち ちき∥作

武士とジェントルマン F/ｴﾀﾞﾕ 私は正しい 158/ｱﾝﾄﾞ ピポンのフェルトで作る部活応援チャーム 594/ｶﾞﾅﾊ

二平方メートルの世界で E/ﾊﾀｺ

朝倉 宏景∥著 稲葉 振一郎∥著 齋木 伸生∥著 前田 海音∥文　はた こうしろう∥絵

日向を掬う F/ｱｻｸ 社会倫理学講義 150/ｲﾅﾊﾞ 日本と世界の戦車が3行でわかる本 559/ｻｲｷ

いつかあなたをわすれても E/ｵｻﾞﾜ

朝倉 かすみ∥著 米虫 正巳∥著 日経クロステック∥編集 桜木 紫乃∥文　オザワ ミカ∥絵

【　絵　　　本　】
朝井 リョウ∥著 魚住 昭∥著 藤田 勝也∥著

にぎやかな落日 F/ｱｻｸ 自然の哲学史 112/ｺﾒﾑ 富岳 世界4冠スパコンが日本を救う 548/ﾌｶﾞｸ

秋吉 理香子∥著 立山 秀利∥著 ダヴィド　ブランション∥著

正欲 F/ｱｻｲ 出版と権力 023/ｳｵｽﾞ 平安貴族の住まい 521/ﾌｼﾞﾀ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】 【　一　般　書　】

息子のボーイフレンド F/ｱｷﾖ 図解!Pythonのツボとコツがゼッタイにわかる本 007/ﾀﾃﾔ 地図とデータで見る水の世界ハンドブック 517/ﾌﾞﾗﾝ

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、ページを切り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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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

『名場面で味わう日本文学６０選』
（９１０．２/メイバ）

平野　啓一郎　ほか∥著　徳間書店

子どもライブラリーは30日は開館 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

アニエス・ポワリエ∥著　白水社
『森林の放射線生態学』

（Ｋ６５４/ハシモ）

橋本　昌司　ほか∥著　丸善出版

『ノートルダム　フランスの魂』

（５２３/ポワリ） 郷 土 資 料

『ＧＡＦＡＭｖｓ中国Ｂｉｇ4』 『ねたふりゆうちゃん』
（007/オオニ） （Ｅ/アベユ）

大西　康之∥著　文芸春秋 阿部　結∥著　白泉社

一 般 書 児 童 書

フランス人建築家が「あの夜、私は死んだ」と語った

ノートルダム大聖堂の火災は、フランスだけでなく世

界中の人々に大きな衝撃を与えました。あれから2

年。大聖堂建設の開始から世界遺産となった現在ま

で、様々な出来事を経てパリの人々の心のよりどこ

ろとなっていった歴史を振り返ります。

『銀河鉄道の夜』『山月記』『雪国』など日本文学の名

場面を原文で記載し、解説を交えて紹介しています。

さまざまな文学に手軽に触れることができ、その作品

を改めて手に取るきっかけにもなります。作品を読ん

だことがある人もない人も、それぞれの楽しみ方がみ

つかる1冊です。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの赤ちゃんとご家族に、絵本が1

冊入ったブックスタートパックをプレゼントします。母

子手帳を持って福島市立図書館（本館）にご来館くだ

さい。他の図書施設での受取については

図書館へお問い合わせください。

※ホームページでもご案内しております。

石油を制する者が勝者だった２０世紀から、デー

タを制する者が勝者へと変わった現代。世界経済の

覇権を争うのはアメリカのグーグルやアップル、中国

のバイドゥやアリババなどです。それら巨大企業を創

り上げた人物に焦点を当てつつ、企業の発展にとも

なう世界変革の様を描いています。

震災から10年が経ち、福島県の住宅地では除染が

進みましたが、森林は今も手つかずのまま残っていま

す。本書では調査研究をもとに、森林における放射性

物資の動きや影響について解説。一般人でも森林の現

状を正しく理解できるよう、専門的な内容もできるだ

け平易な言葉で書いています。

ゆうちゃんは、寝たふりが大好き。なぜって、お母さ

んがだっこしてお布団につれていってくれるから。机

で、トイレの中で、階段の途中で、ゆうちゃんはどこで

も寝たふりします。ある日、なかなかお母さんが来てく

れないので、そおっと薄目を開けてみると…。

幸せな気持ちに満ちた絵本です。

６月の開館カレンダー

※このほかに臨時休館日があります（表紙参照）


