
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。

おはなし会プチ 4歳～小学生 2月6・11・13日 午後3時10分～

申込受付・ほか

講 座 ・ イ ベ ン ト

施設名

☎526-4200 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

おはなし会プチ　～冬のライブラリースペシャル～ 4歳～小学生 ２月２０日（日） 午後3時10分～

吾妻学習センター図書室

福島市立図書館 ふくよみの日
貸出２倍キャンペーン
～寒い冬にはこたつで読書♪～

２月２４日（木） なし
内容：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。

（市立図書館の本を扱う全ての施設）

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 2月１９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 2月24日（木） 午前10時30分～

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

２月1０（木）、13日（日）
午前１１時～ブックスタート
午前１１時３０分～ブックステップ

2月3日（木）・20日（日） 午前11時～

イベント名 開催日時

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月10日（木） 午前10時30分～

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 2月10日(木) 午前10時30分～

2月12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 2月2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 2月5日(土) 午前11時～

☎542-2122

2月5日（土） 午前１０時３０分～

2月3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 2月17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 2月26日（土） 午後2時～

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 2月27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 2月19日(土) 午後2時～

市立図書館広報 2022年
２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 2月12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
2月5・12・19・26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～2月17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

２月２４日（木） なし
本を借りた利用者にプレゼントを差し上げ
ます。２月は「ふくもっちゃんのプラバン」で
す。　対象：小学生まで☎526-4200

なし

対象：ブックスタート・ステップ対象者
定員：６組（事前予約制）
内容：ブックスタート・ステップパックのプレ
ゼントのほか、読み聞かせのアドバイス、絵
本の読み聞かせ等を行います。☎531-6551

福島市立図書館
赤ちゃんタイム

２月１７日（木）
午前９時３０分～１２時

なし
少し賑やかでも大丈夫！
乳幼児連れの保護者の方が、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 ふくよみの日
本を借りようキャンペーン

２月２４日（木） なし
対象：本を借りた高校生以下の方
内容：プレゼントを差し上げます。

☎531-6551



　

何がなんでも長編小説が書きたい!

914.6/ｵｶﾀﾞ10年間飲みかけの午後の紅茶に別れを告げたい

914.6/ﾊﾅﾌﾞヘイケイ日記

小野 正嗣∥著

鈴木 輝一郎∥著

岡田 悠∥著

世界遺産ミャンマー・バガン遺跡 華麗なる壁画の世界

724/ｲﾄｳ墨の技全ガイド

宇佐美 英機∥著

月刊<エアステージ>編集部∥総力編集

前川 佳文、鴫原 由美∥著

マーク・ボイル∥著
打ちのめされた心は 953/ｻｶﾞﾝ いのっちの手紙 493/ｻｲﾄ

フランソワーズ・サガン∥著 斎藤 環、坂口 恭平∥著

星のせいにして 933/ﾄﾞﾅﾋ 共に生きるスピリチュアルケア 490/ﾄﾓﾆ

ぼくはテクノロジーを使わずに生きることにした 936/ﾎﾞｲﾙ

エマ・ドナヒュー∥著 瀧口 俊子、大村 哲夫、和田 信∥編著 イ・ラン∥著
ノーサイド B78/ﾑﾗｶ

トマス・サヴェージ∥著 牧 輝弥∥著

村上 晃一∥著

929/ｲﾗﾝ話し足りなかった日
谷川 俊太郎　ほか∥著

海の中から地球を考える B51/ﾀｹﾓ

大気微生物の世界 465/ﾏｷﾃ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

井熊 均　ほか∥著

吉田 鋼市∥著

672/ｳｻﾐ近江商人と出世払い

マギー・オファーレル∥著 田中 雅臣∥著

武本 匡弘∥著

918.6/ﾊﾑﾚハムレット!ハムレット!!
竹井 夢子∥著

命を救う心を救う B49/ﾌｼﾞﾓザ・パワー・オブ・ザ・ドッグ 933/ｻﾍﾞｼﾞ

933/ｵﾌｱ マルチメッセンジャー天文学が捉えた新しい宇宙の姿 440/ﾀﾅｶ

二宮 保、小浜 輝彦∥著

荻山 和也∥著

鈴木 武、林田 雅夫、高久 悟∥著

市川 啓一郎∥著

0

伊藤 昌∥著

702/ﾏｴｶ

アンディ・ウィアー∥著 海老原 円∥著

ふじもと みさと∥文

916/ﾀｹｲぜんぶ体型のせいにするのをやめてみた。

田辺 聖子∥著
よみがえれ、マンモス! B45/ﾚｲｼﾞ

令丈 ヒロ子∥文
ハムネット

プロジェクト・ヘイル・メアリー　（上・下） 933/ｳｲｱ 複素数のつくりかた 411/ｴﾋﾞﾊ

トリコロル・パリ∥著

松井 一樹∥監修

花房 観音∥著吉川 良∥著 ヘレン･サベリ∥著
915.6/ﾀﾅﾍﾞ田辺聖子十八歳の日の記録

女優M子 F/ﾖｼｶ 世界のティータイムの歴史 383/ｻﾍﾞﾘ

釣谷 真弓∥著

三崎 亜記∥著 フィリップ･N.ジェファーソン∥著

山亭ミアキス F/ﾌﾙｳ

月別カレンダーで1からわかる！日本の政治 B31/ﾂｷﾍﾞ

横関 大∥著 リディア･エドワーズ∥著

伊藤 賀一∥監修

ミス・パーフェクトが行く! F/ﾖｺｾﾞ 写真でたどる美しいドレス図鑑 383/ｴﾄﾞﾜ

鎌倉バトルロワイヤル B21/ｸｽﾉ

山家 望∥著 湯澤 美紀∥編著

楠木 誠一郎∥著

birth F/ﾔﾏｲ わらべうたと心理学の出会い 376/ﾕｻﾞﾜ

錯視で遊ぼう B14/ｽｷﾞﾊ

杉原 厚吉∥著

古内 一絵∥著 鶴見 哲也､藤井 秀道､ 馬奈木 俊介∥著
博多さっぱそうらん記 F/ﾐｻｷ 14歳から考えたい貧困 368/ｼﾞｴﾌ

歓待する文学 902/ｵﾉﾏ

ニキ・コーンウェル∥作 

Y913/ﾔﾏｼ

Y913/ﾊﾝﾀﾞ

幸福の測定 361/ｺｳﾌ

ソフィーの秘密 Y93/ｺﾝｳ

野口 悠紀雄∥著
857/ﾄﾂﾃとってもナチュラルふだんのひとことフランス語

901/ｽｽﾞｷ

ソラモリさんとわたしコージーボーイズ、あるいは消えた居酒屋の謎 F/ﾌｴﾌ 入門米中経済戦争 332/ﾉｸﾞﾁ

ガラスの魚
笛吹 太郎∥著

かすみ川の人魚
原 浩∥著 ヤン･マッティ･ドルバウム　ほか∥著

山下 明生∥著

782/ﾄﾗﾂトラック走を極める!陸上競技中長距離

やまのめの六人 F/ﾊﾗｺ ナワリヌイ プーチンがもっとも恐れる男の真実 312/ﾅﾜﾘ

長谷川 まりる∥作

753/ﾕﾉｷ柚木沙弥郎
花村 萬月∥著 福島 申二∥著

はんだ 浩恵∥作

768/ﾂﾘﾔ歴史からでも楽しい!おもしろ日本音楽

夜半獣 F/ﾊﾅﾑ

F/ﾊｾｾ 記憶に残る廃村旅 291.0/ｱｻﾊ

那木野、伝説の森で Y913/ﾆｼﾑ

Y913/ﾊｾｶﾞ

馳 星周∥著 浅原 昭生∥著
日曜の言葉たち 304/ﾌｸｼ

なかにし 礼∥著 長屋 隆幸∥著

西村 さとみ∥作

遺言歌 F/ﾅｶﾆ 山内一豊・忠義 289/ﾔﾏﾉ

屋根に上る Y913/ｶﾐﾔ黄金旅程

知念 実希人∥著 伊藤 彰彦∥著

かみや としこ∥作

真夜中のマリオネット F/ﾁﾈﾝ 最後の角川春樹 289/ｶﾄﾞｶ

ひまりのすてき時間割 Y913/ｲｼﾞﾏ

687/ｼｴﾆ

重松 清∥著 小野寺 史郎∥著

井嶋 敦子∥作

佐々木 功∥著 半藤 一利∥著
答えは風のなか F/ｼｹﾞﾏ 戦後日本の中国観 222/ｵﾉﾃﾞ

CAになる本

田中 淳夫∥著

ヤン・ユッテ∥作

650/ﾀﾅｶ虚構の森真田の兵ども F/ｻｻｷ 半藤一利語りつくした戦争と平和 210.6/ﾊﾝﾄﾞ

おばあさんとトラ E/ﾕﾂﾃ

木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけん E/ｺﾞﾙﾄﾞ

E/ｴﾊﾞﾝ

呉 勝浩　ほか∥著 戸森 麻衣子∥著 ソーニャ・ハートネット∥文　ガブリエル・エヴァンス∥絵

東大名誉教授がおしえる!建築でつかむ世界史図鑑 209/ﾄｳﾀﾞ

青い花のえかきさん警官の道 F/ｹｲｶ 江戸幕府の御家人 210.5/ﾄﾓ

知らなきゃ損する新農家の税金
本村 凌二∥監修

絞め殺しの樹 F/ｶﾜｻ 注意を操る心理学 141/ｽﾃｲ

トム・ゴールド∥作

626/ｲﾁｶタネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意

リズム・マム・キル F/ｷﾀﾊ

北原 真理∥著

門井 慶喜∥著 デイヴィッド・J.リンデン∥著

石井 睦美∥文　くらはし れい∥絵

596/ｵｷﾞﾔひとぬりで幸せになるパン友レシピ
河崎 秋子∥著 ステファン・ファン・デル･スティッヘル∥著

611/ｼﾗﾅ

おつきさまのスープ E/ｷﾊﾗ

E/ｲﾏｲ

E/ｸﾗﾊ

野中 柊∥作　木原 未沙紀∥絵

549/ﾆﾉﾐ

今井 寛治∥写真・文　竹垣 毅∥監修

王さまのお菓子

115/ﾄﾏｽ

がんばれ!ロウソクギンポロミオとジュリエットと三人の魔女 F/ｶﾄﾞｲ

523/ﾖｼﾀﾞ現代建築保存活用見て歩き

あなたがあなたであることの科学 141/ﾘﾝﾃﾞ 学びやすいアナログ電子回路

ひとりでカラカサさしてゆく F/ｴｸﾆ 「オンライン起業」の教科書 007/ﾔﾏｸﾞ

おおきなかぜのよる
遠藤 周作∥著 富増 章成∥著

薔薇色の門 誘惑 F/ｴﾝﾄﾞ 神秘思想 光と闇の全史

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｱﾍﾞﾕ

赤川 次郎∥著 今岡 仁∥著

阿部 結∥著

519/ﾀﾞﾂﾀ脱炭素で変わる世界経済ゼロカーボノミクス

江國 香織∥著 山口 朋子∥著

センサの技術 501/ﾀｶﾉ

鷹野 英司、川嶌 俊夫∥著
泥棒は幻を見ない F/ｱｶｶﾞ 顔認証の教科書 007/ｲﾏｵ

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

2 日 月 火 水 木 金 土 2 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 月 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
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20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 27 28

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

『シルバービュー荘にて』
（933/ルカレ）

ジョン・ル・カレ∥著  加賀山 卓朗∥訳   早川書房

その他の学習センター図書室は28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28日は開館

松田　純佳∥著　　ナツメ社 町田 久次∥著　郁朋社

『クジラのおなかに入ったら』
（489/マツダ） （K０７０/マチダ）

郷　土　資　料

『木村よしの　おんな記者伝』

『四国辺土　幻の草遍路と路地巡礼』 『プーさんの戦争』
（186/ウエハ） （Y93/マテイ）

上原 善広∥著　　KADOKAWA リンジー・マティック∥文　ジョシュ・グリーンハット∥文　山口 文生∥訳　評論社

一 般 書 児 童 書

小さな書店を始めたジュリアンは、ある老人と出会

い、二人は意気投合します。しかし、その老人は国家

に関わる大きな秘密を抱えていました。それに気付

いたイギリスの情報機関が動き出し、やがてジュリア

ンも老人の意外な正体を知ることになります。スパイ

小説の巨匠の遺作です。

明治４４年、福島民友新聞社に当時は珍しい女性記

者、木村よしのが入社しました。女性は男性によく仕え

ることを求められていた時代に、男性に指図されるの

は侮辱である、女性は自ら思考するべきと紙上で強く

主張しました。福島県で初とされる女性記者の活動や

人物像を当時の新聞記事から探ります。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

「辺土（へんど）」とは、プロ遍路や草遍路ともいい、遍

路で生活している人のことです。本書は、著者が「四国

辺土」と称する旅で出会った人々の話や、遍路の歴史、

遍路道周辺の路地に目を向けた紀行ルポルタージュで

す。実際に草遍路として生活する人へのインタビューも

掲載されています。

クジラやイルカの食性を調査する著者は、クジラが浜

辺に打ち上げられると飛んでいき、体長の測定や胃の

内容物の取り出しを行います。限られた時間で死んだ

生き物を調査する大変さと共に、著者のクジラ類への

思いが伝わります。研究を仕事にする道のりを知るこ

ともできる内容です。

第一次世界大戦中、カナダ軍の獣医師ハリーが出会ったクマ

はウィニーと名付けられ、一緒に戦地へ向かうことになりまし

た。大西洋を越えてイギリスまでたどりついたウィニーは、そこ

でひとりの男の子と出会います。『くまのプーさん』のモデルと

なったクマのお話を、史実をもとにいきいきと描いています。

２ 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。


