
対象年齢

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。

市立図書館広報
福島市松木町１－１　電話５３１－６５５１

2020年
12月号

おはなしカーニバル・プチ 4才～小学生
12月13日（日） 午前11時20分～

☎526-4200 午後2時20分～

☎526-3353 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月24日（木） 午前10時30分～

おはなし会プチ 4才～小学生
12月6・20・27日

毎週日曜日

子どもライブラリー
午後3時10分～

☎567-2403

◆対象：小学生まで
◆みなさんのおすすめの本を図書館
にある用紙に書いて教えてください。
書いてもらった用紙は図書館に展示し
ます。参加者にはプレゼントもありま
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。

☎525-4023

講座・イベント

施設名 イベント名 開催日時 申込受付・ほか

西口ライブラリー
朗読会

ことのはの時間（とき）
12月19日（土）

午後2時30分～3時
無料

◆申込不要
◆対象：大人（定員15名）
◆職員による朗読

子どもライブラリー
ライブラリーじゃんけん

～冬のまき～

12月23日（水）
～1月10日（日）

開館時間中
無料

◆本を借りて､カウンターでじゃんけん
勝負！勝っても負けてもすてきな景品
がもらえます。

☎526-4200

福島市立図書館

おしえて！
きみのおすすめ本

開催・募集期間
令和3年1月4日（月）

～2月28日（日）
開館時間中

無料

☎531-6551

おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12月3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 12月19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 12月10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 12月5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 12月2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 12月5日（土） 午前11時～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで 12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 12月12日（土） 午後２時～

☎557-7400 おひざにだっこのおはなし会スペシャル ～3歳まで 12月10日（木） 午前10時～

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 12月19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 12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 12月19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 12月13日（日） 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

12月5・12・19・26日
午後2時～

☎531-6551



　

13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 B83/ｵﾉﾀﾞ

ヴィルジニー・デパント∥著 甲斐 信枝∥著 入江 敦彦∥著 小野田 博一∥著
ウィズ・ザ・ライツ・アウト 953/ﾃﾞﾊﾟﾝ あしなが蜂と暮らした夏 486/ｶｲﾉ 英国ロックダウン100日日記 916/ｲﾘｴ

eスポーツはじめて事典　 1 B79/ｲｽﾎﾟ  

R.オースティン・フリーマン∥著 川田 伸一郎∥著 梨木 香歩∥著 筧 誠一郎∥監修
ソーンダイク博士短篇全集　1 933/ﾌﾘﾏ 標本バカ 480/ｶﾜﾀﾞ 炉辺の風おと 914.6/ﾅｼｷ

ケンさん、イチゴの虫をこらしめる B62/ﾀﾆﾓ 

ハワード・ノーマン∥[著] 土屋 健∥著 甲斐 みのり∥著 谷本 雄治∥著
ノーザン・ライツ 933/ﾉﾏﾝ 学名で楽しむ恐竜・古生物 457/ﾂﾁﾔ たべるたのしみ 914.6/ｶｲﾐ

はっけん!ニホンヤモリ B48/ﾊﾂｹ

ジョン・グリシャム∥著 左巻 健男∥著 三角 みづ紀∥著 関 慎太郎∥写真
「グレート・ギャツビー」を追え 933/ｸﾞﾘｼ    怖くて眠れなくなる化学 430/ｻﾏｷ どこにでもあるケーキ 911.5/ﾐｽﾐ

ずかんウイルス B46/ｽﾞｶﾝ

マーガレット・アトウッド∥著 ポール・ロックハート∥著 坪内 稔典∥著 武村 政春∥監修
誓願 933/ｱﾄｳ Arithmetic数の物語 411/ﾛﾂｸ 俳句いまむかし 911.3/ﾂﾎﾞｳ

366日じてん B20/ﾋﾗﾉ

蔀 勇造∥訳注 佐伯 真二郎∥著 俵 万智∥著 平野 恵理子∥著
ケブラ・ナガスト 929/ｹﾌﾞﾗ おいしい昆虫記 383/ｻｴｷ 未来のサイズ 911.1/ﾀﾜﾗ

教えて、釈先生!子どものための仏教入門 B18/ｼﾔｸ

吉田 修一∥著 川口 俊明∥著 川野 芽生∥著 釈 徹宗∥著

【　絵本・読み物以外の児童書　】
山田 宗樹∥著 直井 亜紀∥著 四元 康祐∥編

湖の女たち F/ﾖｼﾀﾞ 全国学力テストはなぜ失敗したのか 375/ｶﾜｸﾞ Lilith 911.1/ｶﾜﾉ

シグナル F/ﾔﾏﾀﾞ わが子に伝えたいお母さんのための性教育入門 367/ﾅｵｲ 地球にステイ! 908/ﾁｷﾕ

キャラメル色のわたし Y93/ﾄﾞﾚｲ     

宮本 昌孝∥著 天笠 淳∥著 ウンベルト・エーコ∥[著] シャロン・M.ドレイパー∥作
天離り果つる国  上・下 F/ﾐﾔﾓ オンライン講座を頼まれた時に読む本 336/ｱﾏｶﾞ  文学について 904/ｴｺｳ

ブラックホールの飼い方 Y93/ｸｴﾊﾞ

眉村 卓∥著 ローレンス・A.カニンガム∥著 小池 陽慈∥著 ミシェル・クエヴァス∥作
その果てを知らず F/ﾏﾕﾑ  バフェット帝国の掟 335/ｶﾆﾝ 14歳からの文章術 816/ｺｲｹ

はみがき探偵 Y929/ｷﾑﾌ  

深緑 野分∥著 園田 耕司∥著 入江 陵介∥著 キム・フィナム∥文
この本を盗む者は F/ﾌｶﾐ 独裁と孤立トランプのアメリカ・ファースト 312/ｿﾉﾀﾞ それでも、僕は泳ぎ続ける。 785/ｲﾘｴ

キニ子の日記　上 Y913/ﾏﾍﾞｶ

深町 秋生∥著 アラー・アルジャリール∥著 小林 のり一∥著 間部 香代∥作
煉獄の獅子たち F/ﾌｶﾏ シリアで猫を救う 302/ｱﾙｼﾞ 何はなくとも三木のり平 772/ﾐｷﾉ

おとうとのたからもの Y913/ｺﾃﾞﾏ   

凪良 ゆう∥著 アイリス・チュウ∥共著 玉木 俊明∥著 小手鞠 るい∥作
滅びの前のシャングリラ F/ﾅｷﾞﾗ    Auオードリー・タン 289/ｵﾄﾞﾘ ダイヤモンド欲望の世界史 755/ﾀﾏｷ

AIロボット、ひと月貸します! Y913/ｷｳﾁ

中山 七里∥著 松本 和也∥著 足立美術館∥監修 木内 南緒∥作
隣はシリアルキラー F/ﾅｶﾔ  イエズス会がみた「日本国王」 210.4/ﾏﾂﾓ 横山大観の全貌 721/ﾖｺﾔ

にゃんたる刑事 Y913/ｶﾜﾀﾞ    

瀬尾 まいこ∥著 雨宮 国広∥著 増田 由紀∥著 カワダ クニコ∥さく　え

【　読　み　物　】
新堂 冬樹∥著 日文研大衆文化研究プロジェクト∥編著 こぼり あきこ∥著

夜明けのすべて F/ｾｵﾏ ぼくは縄文大工 210.2/ｱﾒﾐ いちばんやさしい60代からのiPhone 11/11Pro/11Pro Max 694/ﾏｽﾀﾞ

動物警察24時 F/ｼﾝﾄﾞ 日本大衆文化史 210.1/ﾆﾎﾝ  女性のファンが生まれる!「伝わるウェブ」のブランド戦略 675/ｺﾎﾞﾘ

おとなのなかのこども E/ﾌﾞﾗﾂ

渋谷 雅一∥[著] コリン・ソルター∥著 松村 保誠∥著 ヘンリー・ブラックショー∥さく
質草女房 F/ｼﾌﾞﾔ 世界を変えた100のスピーチ　上・下 209/ｿﾙﾀ 不動産投資のしくみがわかる本 673/ﾏﾂﾑ

ブウさん、だいじょうぶ? E/ｺﾞﾙﾊﾞ

佐藤 多佳子∥著 戸矢 学∥著 羽澄 俊裕∥著 バレリー・ゴルバチョフ∥作
いつの空にも星が出ていた F/ｻﾄｳ スサノヲの正体 164/ﾄﾔﾏ けものが街にやってくる 654/ﾊｽﾞﾐ

しあわせなときの地図 E/ｾﾚｲ

桐野 夏生∥著 橋爪 大三郎∥著 フラン・ヌニョ∥文　ズザンナ・セレイ∥絵
日没 F/ｷﾘﾉ 死の講義 160/ﾊｼｽﾞ   畑の益虫とその増やし方 626/ﾊﾀｹ

サンタさん E/ﾅｶﾞｵ

貴志 祐介∥[著] ウィラード・ハーリ∥著 原坂 一郎∥監修 長尾 玲子∥さく
我々は、みな孤独である F/ｷｼﾕ 夫の言い分妻の言い分 152/ﾊﾘｳ 非認知能力が育つ3～6歳児のあそび図鑑 599/ﾋﾆﾝ

みどりバアバ E/ｼﾓﾀﾞ

川上 弘美∥著 清水 研∥著 坂本 正子∥[著] ねじめ 正一∥作　下田 昌克∥絵
三度目の恋 F/ｶﾜｶ 他人の期待に応えない 146/ｼﾐｽﾞ      レースのような美しさハーダンガー刺しゅう 594/ｻｶﾓ

ぼくはいしころ E/ｻｶﾓ

小川 糸∥著 近内 悠太∥著 日本缶詰びん詰レトルト食品協会∥[編] 坂本 千明∥作
とわの庭 F/ｵｶﾞﾜ 世界は贈与でできている 104/ﾁｶｳ 缶詰入門 588/ｶﾝｽﾞ

ネコノテパンヤ E/ｸﾛｲ

井上 荒野∥著 瀧井 朝世∥編 須賀 亮行∥著 高木 さんご∥作　黒井 健∥絵

【　絵　　　本　】
石井 遊佳∥著 斎藤 美奈子∥著 川廷 昌弘∥著

ママナラナイ F/ｲﾉｳ ほんのよもやま話 019/ﾎﾝﾉ 電柱マニア 544/ｽｶﾞｶ

あさの あつこ∥[著] 毎日新聞取材班∥著 藤本 修∥著
象牛 F/ｲｼｲ 忖度しません 019/ｻｲﾄ 未来をつくる道具わたしたちのSDGs 519/ｶﾜﾃ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】 【　一　般　書　】

えにし屋春秋 F/ｱｻﾉ SNS暴力 007/ｴｽｴ   コロナ不安に向き合う 498/ﾌｼﾞﾓ 

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。



（29・30日は17時閉館）

2020年 印の日は休館日 2020年 印の日は休館日

12 日 月 火 水 木 金 土 12 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
13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

子どもライブラリーは28～30日は開館

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

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

『見果てぬ花』
（914.6/アサダ）

浅田 次郎∥著　小学館

デヴィッド・コールズ∥著　グラフィック社
『お局美智　経理女子の特命調査』

（ＫＦ/アスノ）
明日乃∥著　文芸春秋

落合 恵子∥訳　クレヨンハウス

『クロマトピア』
（757/コルズ） 郷 土 資 料

『もてなしごちそう』 『あの湖のあの家におきたこと』
（290/ナカム） （Ｅ/テツケ）

中村 安希∥著　大和書房 トーマス・ハーディング∥文 ブリッタ・テッケントラップ∥絵

一 般 書 児 童 書

12月の開館カレンダー

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4か月になった赤ちゃんとご

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。

ウガンダの蒸したバナナ、エジプトのボラ料理…。

世界各地の人々が著者にふるまってくれたのは、歴

史や文化に根ざした、その土地ならではの料理だっ

た。「誰かをもてなすこと」「誰かと一緒に食事をする

こと」の意味を考えさせられる紀行エッセイ。

古代ギリシャや中世の人々はどうやって顔料や絵

の具を作り出したか知っていますか？ 植物や昆虫、

鉱物が使われているのは有名ですが、牛の尿やミイ

ラ、錬金術で作られた色もあるのです。 色を作り出

す職人である著者が、文明の始まりから現代までの

色彩の歴史を美しい写真と共に紹介します。

１年の４分の１を旅先で過ごす著者のエッセイ集。

温泉に浸かりすぎて心臓を傷めたほど温泉好きな

著者が、北海道の温泉宿で意表を突かれた体験をし

た『忘れじの宿』、調整に調整を重ねて臨んだ競馬・

菊花賞での衝撃の出来事『続・ズレる』など、読んで

旅行気分を味わえる４１篇を収録しています。

ベルリンのまちはずれにある湖のほとりに、一軒の

家が建てられます。その家は、温かい家族に囲まれ

幸せでした。しかし、戦争がはじまり、家族との別れ

が訪れるのです。その後、この家が辿るのは…。

住人との出会いや別れ、さらに家自体の繁栄と衰

退、そして再生を家の視点で描く物語です。

地方都市の建設会社で起きる、セクハラ、不正会計、

社長の愛人問題、労働災害事故…。会長の特命を受

け、ベテラン経理課員の美智が、平穏で働きやすい

会社を守るために活躍するお仕事小説。著者は福島

市在住。作品の中に福島の気配を見つけるのも楽し

い、第1回「週刊文春」小説大賞受賞作です。


