
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。

4/24（日）～5/25（水） -

あなたのふくよみ本（おすすめ本）を募集します。
集まったふくよみ本は６月に市立図書館で展示し
ます。
応募方法：メッセージカードに記入して、市立図書
館に設置してある応募箱に入れてください。☎531-6551

福島市立図書館 わくわくとしょかんワールド
としょかんでまちをつくろう！

4月23日（土）
～5月12日（木）

-

「あったらいいな、なりたいなシート」を配
布・展示します（参加者にはプレゼントがあ
ります）。仕事やまちづくり等をテーマに本
を展示します。５３１－６５５１

にちようびのおはなし会 4歳～小学生 5月1日（日）・8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 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで

おはなし会　～春のライブラリースペシャル～ 4歳～小学生 5月5日（木） ①午前11時30分～　②午後3時10分～

吾妻学習センター図書室

松川学習センター図書室 子どもの読書週間事業
「図書室ビンゴ」

開催中～5月12日（木） 無料
図書館や本に関するビンゴゲームを行いま
す。ビンゴができた方にはプレゼントをさしあ
げます。対象：小学生まで☎567-2403

子どもライブラリー

おはなしのにじ 4歳～小学生 5月21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 5月26日（木） 午前10時30分～

市立図書館の本を扱う全ての図書室
ふくよみの日　貸出２倍キャンペーン
～風薫る季節には本を読もう♪～ ５月２5日（水）

5月12日（木）・15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 5月12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 5月26日(木) 午前10時30分～

5月14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 5月11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 5月7日(土) 午前11時～

☎542-2122

5月7日（土） 午前１０時３０分～おはなしロケット 4歳～小学生

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 5月19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 5月28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 5月22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 5月21日(土) 午後2時～

市立図書館広報 2022年
５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 5月14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
5月7・14・21・28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～5月19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 本を借りようキャンペーン
（読書週間事業）

4月23日（土）～5月12日
（木）

/5月25日（水）
-

期間中に本を借りた利用者にプレゼントを
さしあげます。　対象：小学生まで

☎526-4200

-
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。

福島市立図書館 図書館インターネットサービス

登録サポート
5/29（日）

午前10時～12時
-

図書館のインターネットサービス登録のお手伝い
をします。登録すると、図書館のホームページか
ら、本の予約や延長、自分の利用状況の確認など
ができるようになります。
※メールアドレスをお持ちの方のみ☎531-6551

福島市立図書館 第６回
福島市ビブリオバトル
発表者募集！

8月7日（日）
午後1時30分～

-

5分の制限時間内でおすすめの本を発表します。
対象：中学生・高校生　　会場：こむこむ
申込方法：申込用紙に記入の上、図書館、学習セ
ンター図書室へ提出。もしくは福島市立図書館へ
電話。5月11日（水）～6月16日（木）まで。５３１－６５５１

福島市立図書館
「わたしのふくよみ本」募集



　

最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ～くわかる本 501/ｲﾏﾑ

今村 雅人∥著
コンクールシェフ！ F/ｲｶﾞﾗ 文学部という冒険 002/ﾀｼﾞﾏ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ゴウダ

五十嵐 貴久∥著 田島 正樹∥著

谷川 俊太郎∥作 合田 里美∥絵

510/ｲｲﾈいいね！建設産業 本当の魅力
今村 翔吾∥著 酒井 邦嘉∥編著

幸村を討て F/ｲﾏﾑ 脳とAI 007/ｻｶｲ

ぼく
内田 康夫∥著 三浦 英之、阿部 岳∥著

名探偵・浅見光彦全短編 F/ｳﾁﾀﾞ フェンスとバリケード 070/ﾐｳﾗ

うみとりくのからだのはなし維新の終曲 F/ｵｶﾀﾞ

548/ｲﾏｽ今すぐ使えるかんたん自作パソコン

クリティック再建のために 130/ｺﾊﾞｱ はじめてのひとり暮らし安心ガイド E/ササキ

E/モモト

新井 悦子∥さく つがね ちかこ∥え

590/ﾊｼﾞﾒ

遠見 才希子∥作 佐々木 一澄∥絵

どうしてパパとけっこんしたの？

岡田 秀文∥著 木庭 顕∥著

桃戸 栗子∥作

596/ﾋﾗｵ冷凍つくりおきで毎日すぐでき弁当
京橋 史織∥著 村中 直人∥著

629/ｷﾞﾝｲ

きょうはおうちでいちごがり E/ツガネ午前0時の身代金 F/ｷﾖｳ <叱る依存>がとまらない 141/ﾑﾗﾅ

ピーター・シス∥作

645/ｱｲｹ愛犬と楽しむキャンプ徹底サポートBOOK

母子草の記憶 F/ｺｽｷﾞ

小杉 健治∥著
人類と神々の4万年史　（上・下） 161/ﾏｸﾞﾚ

アフガニスタンのひみつの学校少女を埋める F/ｻｸﾗ 図説・世界の水中遺跡 202/ｽﾞｾﾂ

庭は私の秘密基地
ニール・マクレガー∥著

ニッキーとヴィエラ E/シスピ

E/ウイン

桜庭 一樹∥著 木村 淳、小野 林太郎∥編著 ジャネット・ウィンター∥作

菊池 雄太∥ほか編著

ティエリー・ロブレヒト∥文 デイヴィッド・B．ドレイパー∥絵

672/ｷｸﾁ図説・中世ヨーロッパの商人朱色の化身 F/ｼｵﾀ 世界史を変えた24の革命　（上・下） 209/ｾｶｲ

ぬいぐるみきゅうじょたい E/ドレイ

瀬尾 まいこ∥著 中塚 武∥著

齋藤 孝∥著

塩田 武士∥著 ピーター・ファタードー∥編
夏の体温 F/ｾｵﾏ 気候適応の日本史 210.1/ﾅｶﾂ

探訪
瀧羽 麻子∥著 劉 建輝、石川 肇∥編

北川 佳奈∥作

博士の長靴 F/ﾀｷﾜ 戦時下の大衆文化 210.7/ｾﾝｼﾞ

クイズで学ぼう季語の世界 Y911/サイト

699/ｸﾏﾓ

辻村 深月∥著 井上 恭介、藤下 超∥著

小嶋 陽太郎∥作

レジェンドアニメ! F/ﾂｼﾞﾑ ポル・ポトの悪夢 223/ｲﾉｳ

クーちゃんとぎんがみちゃん Y913/キタガ包帯クラブ　ルック・アット・ミー！ F/ﾃﾝﾄﾞ 謎の海洋王国ディルムン 227/ｱﾍﾞﾏ

カンフー&チキン Y913/コジマ

Y913/コスギ

天童 荒太∥著 安倍 雅史∥著
旅は終わらない 289/ｱｼﾊ

こすぎ さなえ∥作

761/ﾌﾅﾊ和音の正体
堂場 瞬一∥著 芦原 伸∥著

ラッセル・ホーバン∥作

770/ｶｻｲ清く楽しく美しい推し活

0　(ZERO) F/ﾄﾞｳﾊﾞ

たんじょうびはジェットコースター
永井 みみ∥著 坂田 ミギー∥著

キャサリン・ブルートン∥作

781/ﾎﾞﾃﾞｲボディビルレベルアップバイブル

ミシンと金魚 F/ﾅｶﾞｲ かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ 290/ｻｶﾀ

けんかのたね図書室のはこぶね F/ﾅﾄﾘ ファシズムとロシア 312/ﾗﾘﾕ

シリアからきたバレリーナ
名取 佐和子∥著

Y93/ブルト

Y93/ホバン

AI監獄ウイグル 316/ｹｲﾝ

ラビットホッピング！ Y949/エリク

マルレーヌ・ラリュエル∥著
837/ﾊﾞﾀﾞﾏ英語でお悔やみ申し上げます

901/ﾊｲｽ

竹内 和雄∥著

楡 周平∥著 ジェフリー・ケイン∥著
弊社は買収されました! F/ﾇｶｶﾞ 難民鎖国ニッポン 329/ｼﾊﾞﾚ

自由 911.1/ｵｵｸﾞ

マーリン・エリクソン∥作

B28/アニン

原田 ひ香∥著 アダム・トゥーズ∥著

アンシア・シモンズ∥作

古本食堂 F/ﾊﾗﾀﾞ 世界はコロナとどう闘ったのか? 333/ﾄｳｽﾞ

10代と考える「スマホ」 B00/タケウ

ひとりでがんばらない！ B36/フジタ

松浦 寿輝∥著 小松原 織香∥著

藤田 孝典∥著

無月の譜 F/ﾏﾂｳ 当事者は噓をつく 368/ｺﾏﾂ

ライトニング・メアリ

連れ連れに文学を語る

高望の大刀 F/ﾔｹﾞﾝ チャイルドヘルプと歩んで 369/ﾋﾛｶ

河西 邦剛、松下 真由美∥著

額賀 澪∥著 志葉 玲∥著

サンセット・サンライズ F/ﾆﾚｼ

繁花　（上・下） 923/ｼﾞﾝﾕ 宇宙を支配する「定数」 420/ｳｽﾀﾞ

ジェームス・M.バーダマン∥著

須山 翔太郎∥監修

阿川 佐和子∥著夜弦 雅也∥著 廣川 まさき∥著
914.6/ﾌﾙｲ

金 宇澄∥著 臼田 孝∥著

すなだ ゆか∥作・絵

916/ｱｻｲ目の見えない私が「真っ白な世界」で見つけたこと

古井 由吉∥ほか著
生物がすむ果てはどこだ？ B46/モロノ

諸野 祐樹∥著
レニーとマーゴで100歳 933/ｸﾛﾆ 世界を変えた12の時計 449/ﾙﾆﾃﾞ

造事務所∥編

平岡 淳子∥著

銀色 夏生∥著

アウトテイル∥監修

舟橋 三十子∥著

松山 龍雄∥著

746/ｱｵｻ

マリアンヌ・クローニン∥著 デイヴィッド・ルーニー∥著

大西 暢夫∥著

916/ﾐﾅﾐ黙殺される教師の「性暴力」
浅井 純子∥著

はじめての脱炭素 B51/スナダこの道の先に、いつもの赤毛 933/ﾀｲﾗ 酵母 文明を発酵させる菌の話 465/ﾏﾈﾆ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

建設未来研究会∥編

リンクアップ∥著

685/ﾅﾅｼﾞ75歳以上の免許更新が変わる!!!

ガチャガチャ・クレーンゲームをつくろう B75/イシカ

アン・タイラー∥著 ニコラス・マネー∥著

いしかわ まりこ∥作

926/ｻﾝﾏ三つの名を持つ少女
南 彰∥著

和ろうそくは、つなぐ B57/オオニミッドナイト・ライブラリー 933/ﾍｲｸﾞ ビーバー 489/ｺﾞﾙﾄﾞ

死ぬより老いるのが心配だ 934/ﾎﾙﾄﾞ

マット・ヘイグ∥著 ベン・ゴールドファーブ∥著 三毛∥著

ドナルド・ホール∥著
読書セラピスト 973/ｽﾀﾂ ゲノムに聞け 493/ﾅｶﾑ

ファビオ・スタッシ∥著 中村 祐輔∥著

世界一やさしいYouTube動画編集の教科書1年生

751/ﾏﾂﾔ現代陶芸家の肖像

高齢者安全運転支援研究会∥監修

隈元 信一∥著

青笹 寛史∥著

サスペンス小説の書き方

911.5/ｳﾙｼライトゲージ

914.6/ｱｶﾞﾜないものねだるな

大口 玲子∥著

パトリシア・ハイスミス∥著

うるし山 千尋∥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

5 日 月 火 水 木 金 土 5 日 月 火 水 木 金 土

月 1 2 3 4 5 6 7 月 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 29 30 31

※5月１８日は子どもライブラリー臨時休館。

一 般 書 児 童 書

『エリンとみどり　ジェンダーと新しい家族の形』 『彼の名はウォルター』
（３６７/マクレ） （Y93/ロツダ）

エリン・マクレディ、もりた みどり∥著　天夢人 エミリー・ロッダ∥著　さくま ゆみこ∥訳　あすなろ書房

『桑の文化誌』
（６３６/コルズ） （K２１２.６/スドウ）

郷　土　資　料

『本内の歴史（記憶）』

ピーター・コールズ∥著　上原 ゆうこ∥訳　　原書房 須藤 武志∥編集

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

『ビトナ ソウルの空の下で』
（９５３/ルクレ）

ル・クレジオ／著　中地 義和／訳　作品社

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

田舎の漁師町から大学進学の為にソウルに来た少

女・ビトナは、重い病で家から出られなくなった女性・

サロメから『物語を聴かせてほしい』という依頼を受

けます。ビトナの紡ぐ物語を通した二人の交流の行

きつく先とは――。フランス人作家ル・クレジオによ

る韓国を舞台にした物語。

北信歴史クラブ会長が、本内に住む人々から戦前・戦

後の証言を集めました。かつて本内にあった中島飛行

機工場や渡船場、水害やグライダー墜落事故の記憶。

今も続く神社や寺、事業所等の由来沿革についても語

られ、現在の本内の姿が見えてきます。古地図や写真

も多数収録されています。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

米国人のエリンと、日本人のみどり。結婚して3人の子

どももいますが、結婚18年目にエリンはトランスジェン

ダーであることを家族に打ち明け、アメリカで男性から

女性に性別を変更します。「夫婦」ではなく「婦婦」として

暮らす二人の新しい家族の形を紹介します。

福島でもおなじみの植物、桑（マルベリー）。主要な種

類は３種あり、１０メートルを超える品種もあります。時

代や分布する地域によって使い方もさまざま。養蚕の

ほか、木工品や薬の材料、食料などに加工され、人々

の生活を支えてきました。桑と人が歩んできた歴史を、

カラー図版を交えて解説します。

コリンは遠足に行く途中、バスの故障で、先生と同級生３人と

一緒に古い屋敷で一夜を過ごすことになる。そこで『彼の名は

ウォルター』と書かれた古い本を机の隠し戸棚から発見する。鮮

やかな挿絵に魅せられながら読み進めると、屋敷から奇妙な気

配を感じ…。長い間隠されていた真実が今明かされる。

５ 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。


