
対象年齢

材料費

会　　場

※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。

※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。

福島市立図書館
規格外資料展

～扱いにくいけど借りられます～
3階
会議室

10月18日（日）～11月3日（火・祝）
大型本や特殊な形態の、持ち運びにくいけれど見ごた
えのある図書館資料を展示します。

手でさわる絵本新作展
1階
ロビー

10月28日（水）～11月9日（月）
図書ボランティアの会作成の布絵本を展示します。☎531-6551

☎526-4200

読書週間企画展示

施設名 イベント名 開催期間・内容

講座

施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

子どもライブラリー
フレデリック

の手作り人形講座
１２月5日（土）
午前10時～12時

500円

◆11月14日（土）午前9時30分から
　子どもライブラリーで受付（電話可）
◆対象・定員　大人10名
　※託児はありません

☎526-4200

おはなし会プチ
～秋のライブラリースペシャル～

4歳～小学生 11月3日（火・祝）

①午前１１時～

②午前11時４５分～

③午後2時～

④午後2時４５分～

⑤午後3時30分～

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月26日（木） 午前10時30分～

子どもライブラリー おはなし会プチ 4歳～小学生
11月1・8・15・22・29日

午後3時10分～
毎週日曜日

☎567-2403 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月　5日（木） 午前10時30分～

吾妻学習センター図書室 おはなしのにじ 4歳～小学生 11月21日（土） 午前10時30分～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月12日（木） 午前10時30分～

松川学習センター図書室 おはなしロケット 4歳～小学生 11月　7日（土） 午前10時30分～

☎554-1115 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11月11日（水） 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室 おはなしひろば 4歳～小学生 11月　1日（日） 午前11時～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 11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 11月14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 11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 11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 11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 11月21日（土） 午後2時～

毎週土曜日

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 11月14日（土） 午前10時30分～

図書館のおはなし会

施設名 おはなし会名 開　催　日　時

福島市立図書館
どようびのおはなし会 4歳～小学生

11月7・14・21・28日
午後2時～

☎531-6551

福島市松木町１番１号 電話 ５３１－６５５１

２０２０年
１１月号市立図書館広報



　

ペンと色鉛筆で作るプラバンのアクセサリーBOOK Ｂ75 /ｽｺﾚ

モーリス・サックス∥著 早川 真∥著 ジョゼ・エドゥアルド・アグアルーザ∥著 スコレー∥著
魔宴 953 /ｻﾂｸ ドキュメント武漢 498 /ﾊﾔｶ 忘却についての一般論 969 /ｱｸﾞｱ

櫻井寛さんの全国私鉄路線と車両大図鑑 Ｂ68 /ｻｸﾗ

ベルンハルト・ケラーマン∥著 日本側弯症学会∥編 ピエール・ロチ∥著 櫻井 寛∥写真・文
トンネル 943 /ｹﾚﾙ 知っておきたい脊柱側弯症 493 /ｼﾂﾃ 日本秋景 955 /ﾛﾁﾋﾟ

どうしてしんがたコロナになるの? B49 /ﾄﾞｳｼ

カリ・ファハルド=アンスタイン∥著 五箇 公一∥著 服部 文祥∥著 松永 展明∥監修
サブリナとコリーナ 933 /ﾌｱﾊ これからの時代を生き抜くための生物学入門 460 /ｺﾞｶｺ サバイバル家族 916 /ﾊﾂﾄ

珪藻美術館 B47 /ｵｸｵ

メアリー・スチュアート∥著 塚田 健∥著 おおたわ 史絵∥著 奥 修∥文・写真
踊る白馬の秘密 933 /ｽﾃﾕ 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 440 /ﾂｶﾀﾞ 母を捨てるということ 916 /ｵｵﾀ

さぐろう生物多様性 B46 /ｵｶｻﾞ

チョ ・ナムジュ∥著 大平 徹∥著 辻 仁成∥著 岡崎 務∥著
彼女の名前は 929 /ﾁﾖﾅ 予測学 417 /ｵｵﾋ なぜ、生きているのかと考えてみるのが今かもしれない 914.6  /ﾂｼﾞﾋ

セント・キルダの子 B23 /ｳｵﾀ

諸田 玲子∥著 石田 祐貴∥[ほか]著 落合 恵子∥著 ベス・ウォーターズ∥文・絵
ちよぼ F /ﾓﾛﾀ わたしの身体はままならない 369 /ﾜﾀｼ 明るい覚悟 914.6  /ｵﾁｱ

10代の「めんどい」が楽になる本 B15 /ｳﾁﾀﾞ

宮木 あや子∥著 清田 隆之∥著 岸本 尚毅∥著 内田 和俊∥著

【　絵本・読み物以外の児童書　】
古内 一絵∥著 森山 至貴∥著 榊原 紘∥著

CAボーイ F /ﾐﾔｷﾞ さよなら、俺たち 367 /ｷﾖﾀ 十七音の可能性 911.3  /ｷｼﾓ

お誕生会クロニクル F /ﾌﾙｳ あなたを閉じこめる「ずるい言葉」 361 /ﾓﾘﾔ 悪友 911.1  /ｻｶｷ

ぼくのあいぼうはカモノハシ Ｙ94 /ｴﾝｸﾞ

パリュスあや子∥著 佐藤 しもん∥著 町田 健∥著 ミヒャエル・エングラー∥作
隣人X F /ﾊﾟﾘﾕ 寄付金・クラウドファンディングの集め方 335 /ｻﾄｳ 3語で伝える英会話 837  /ﾏﾁﾀﾞ

かしこいうさぎのローズバッド Ｙ93 /ﾍﾞﾒﾙ

夏木 志朋∥著 宮本 ゆき∥著 山口 謠司∥著 ルドウィッヒ・ベーメルマンス∥ぶん・え
ニキ F /ﾅﾂｷ なぜ原爆が悪ではないのか 319 /ﾐﾔﾓ 語感力事典 811 /ﾔﾏｸﾞ

キャラメル色のわたし Ｙ93 /ﾄﾞﾚｲ

中澤 日菜子∥著 水津 陽子∥著 芝野 虎丸∥著 シャロン・M・ドレイパー∥作
働く女子に明日は来る! F /ﾅｶｻﾞ 令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 318 /ｽｲｽﾞ 並べるだけで強くなる虎丸の自選自解好局集 795 /ｼﾊﾞﾉ

セラピードッグのハナとわたし Ｙ913 /ﾎﾘﾅ

寺地 はるな∥[著]  水谷 隼∥著 堀 直子∥作
彼女が天使でなくなる日 F /ﾃﾗﾁ ブラック・ライヴズ・マター 316 /ﾌﾞﾗﾂ 卓球王水谷隼終わりなき戦略 783 /ﾐｽﾞﾀ

ハジメテヒラク Ｙ913 /ｺﾏﾂ

恒川 光太郎∥著 筑摩書房編集部∥編 中川 右介∥著 こまつ あやこ∥著
真夜中のたずねびと F /ﾂﾈｶ コロナ後の世界 304 /ｺﾛﾅ アニメ大国建国紀1963-1973 778 /ﾅｶｶﾞ

俳句ステップ! Ｙ913 /ｵｵｷﾞ

千葉 ともこ∥著 高橋 大輔∥著 萩原 健太郎∥著 おおぎやなぎ ちか∥作
震雷の人 F /ﾁﾊﾞﾄ 剱岳-線の記 291.4 /ﾀｶﾊ にっぽんの美しい民藝 750 /ﾊｷﾞﾊ

はじめて出会う短歌100 Y911 /ﾊｼﾞﾒ

瀧羽 麻子∥著 三砂 ちづる∥著 アンドリュー・ポセケリ∥〔ほか〕著 千葉 聡∥編

【　読　み　物　】
志駕 晃∥著 河崎 眞澄∥著 山本 幸美∥著

あなたのご希望の条件は F  /ﾀｷﾜ 少女のための海外の話 290 /ﾐｻｺﾞ 新標準・欧文タイポグラフィ入門 749 /ｼﾝﾋ

私が結婚をしない本当の理由 Ｆ /ｼｶﾞｱ 李登輝秘録 289 /ﾘﾄｳ 売れる女性営業の新ルール 673 /ﾔﾏﾓ

これがぼくらにぴったり! E /ﾛﾍﾞﾙ

小林 泰三∥著 君塚 直隆∥著 佐々木 浩之∥著 アン・ローズ∥さく　アーノルド・ローベル∥え
未来からの脱出 Ｆ /ｺﾊﾞﾔ 悪党たちの大英帝国 283 /ｷﾐｽﾞ 部屋で楽しむテラリウム 627 /ｻｻｷ

ありがとう、アーモ! E　/ﾓﾗｵ

河野 裕∥著 ヴィトルト　ピレツキ∥[著] 石井 正子∥編著 オーゲ・モーラ∥文・絵
昨日星を探した言い訳 Ｆ /ｺｳﾉ アウシュヴィッツ潜入記 234 /ﾋﾟﾚﾂ 甘いバナナの苦い現実 625 /ｲｼｲ

ぼくのカメはどこ? E　/ﾎﾞｲﾝ

窪 美澄∥著 小泉 和子∥監修 井上 嘉文∥著 バーバラ・ボットナー∥文 ブルーク・ボイントン・ヒューズ∥絵 

私は女になりたい F /ｸﾎﾞﾐ 戦時下のくらし 210.7 /ｾﾝｼﾞ なぜ、あそこの6次産業化はうまくいくのか？ 611 /ｲﾉｳ

ねこはるすばん E /ﾏﾁﾀﾞ

門井 慶喜∥著 伊東 成郎∥著 岩倉 久恵∥〔ほか著〕 町田 尚子∥作
銀閣の人 Ｆ /ｶﾄﾞｲ 新選組粛清録 210.5 /ｲﾄｳ はじめよう！ノンアルコール 596 /ﾊｼﾞﾒ

雨の日の地下トンネル E /ｶﾏﾀ

奥泉 光∥著 ジャン・アルティニャン∥著 鎌田 歩∥作
死神の棋譜 F /ｵｸｲ 日本宗教史　1 162 /ﾆﾎﾝ パリジャンが教えるヒゲの教科書 595 /ｱﾙﾃ

おふろ、はいる？ E /ｲｲﾉ

大山 誠一郎∥著 望月 菜南子∥著 橘 桃奈∥著 飯野　知好∥作
ワトソン力 F /ｵｵﾔ 1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 141 /ﾓﾁｽﾞ コスプレソーイング＆デザインＢＯＯＫ 593 /ﾀﾁﾊﾞ

海神の島 F /ｲｹｶﾞ 雪国を江戸で読む 023 /ﾓﾘﾔ 電車を運転する技術

548 /ｱｷﾀ ゾウとともだちになったきっちゃん E /ｱﾍﾞﾋ

逸木 裕∥著 エーリッヒ　フロム∥著 秋田 純一∥著 入江 尚子∥文　あべ 弘士∥絵

536 /ﾆｼｳ
【　絵　　　本　】

池上 永一∥著 森山 武∥著 西上 いつき∥著
空想クラブ F /ｲﾂｷ 生きるということ 114 /ﾌﾛﾑ 揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

汚れた手をそこで拭かない F /ｱｼｻﾞ 主体的な学びを支える学校図書館 017 /ﾜﾀﾞｻ 暮らしやすい“間取り”づくりのすべてがわかる本 527 /ｸﾗｼ

芦沢 央∥著 和田 幸子∥著 主婦の友社∥編

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。



一　般　書 児　童　書
『梨の子ペリーナ』

（２９１．０/ミヤタ） （Ｅサカイ）

郷　土　資　料

『認知症のある方も食べられるようになるスプーンテクニック』　 『知られざる福島移民 キューバ、ハワイ、ペルー、カナダ』

（４９１/サトウ） （Ｋ３３４／コンノ）

『怪奇現象という名の病気』

（Ｆ/オキミ）
沖光峰津/著　竹書房

『全国“オンリーワン”路線バスの旅』

宮武　和多哉／著　イカロス出版 イタロ・カルヴィーノ／再話　酒井　駒子／絵　ＢＬ出版

佐藤　良枝／著　日総研出版　 紺野　滋／著　歴史春秋社

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの4か月になったあか

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。他の図書館施設での受取に

ついては図書館へお問い合わせください。

プレゼント絵本のタイトルはホームページ
で紹介しています。

福島市立図書館

ＰＲキャラク

ター

通勤・通学や買い物など普段の生活に欠かせな

い路線バス。改めて乗って散策してみると、風景

や土地の歴史、美味しい名物など、その路線でし

か味わえない楽しみがあります。本書では全国を

旅してきた著者が、特に思い出深い路線バスの旅

を紹介します。

認知症のある方や高齢者などの被介助者を観察

し、適切な食事介助を行うことで、食べる力を取

り戻すことができます。そのための基礎知識や援

助のポイントを多くの事例から解説。介助の実際

の動きを、豊富な写真とＱＲコードからアクセス

する動画でも学べます。

精神病院で警備員のアルバイトをしている中田哲

也。彼は入院患者が見聞きした事の中には心の病気

による幻覚や妄想ではなく、実際の出来事もあるの

ではないかと思い始めます。聞き込みをしているう

ち、哲也もついに怪異を目にすることに！第１回最

恐小説大賞を受賞した短編ホラー小説です。

梨と一緒に宮殿にやってきたペリーナは、召使

として働いています。ある日、ありもしない噂の

ために、魔女の宝物を取ってくるという難題を押

し付けられます。黒を下地にした印象的で美しい

挿絵と、試練を乗り越えていく愛らしくて勇敢な

ペリーナが魅力的です。

戦前、大凶作をきっかけに増えた海外移民。東

北で移民が最も多かったのは福島県ですが、その

資料はほとんど残っていません。著者はわずかな

手掛かりをもとに現地へ赴き、貴重な証言を集め

ました。不慣れな国の風土や戦争に翻弄されなが

らも、懸命に生きた人々の記録です。

◆子どもライブラリー、その他の学習センター図書室
は、 11月30日（月）は開館します

◆西口ライブラリーは11月23日（月・祝）

11月の開館カレンダー

休館中の図書の返却については図書返却ポストをご利用ください。


