
対象年齢

～3歳まで

3歳～

4歳～小学生

4歳～小学生

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。

どようびのおはなし会 4歳～小学生
５月１・８・１５・２２・２９日

午後2時～
毎週土曜日

市立図書館広報 2021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８日(土) 午前10時30分～

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ３月２３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１５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 ５月２０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２９日（土） 午後2時～

☎534-2470 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ５月１３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 ５月８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１２日(水) 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 ５月１日（土） 午前10時30分～

☎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８日（土） 午前11時～

☎542-2122 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ５月２０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 ５月１５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２７日（木） 午前10時30分～

イベント名 開催日時 申込受付・ほか

おひざにだっこのおはなし会 5月13（木）・16日（日） 午前11時～

おはなし会プチ 5月2・9・23・30日 午後3時10分～

※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。

子どもライブラリー 本を借りよう！
キャンペーン

4月23日（金）～
5月16日（日）

無料
◆対象：小学生まで
◆本を借りた利用者にミニメモ帳をプ
レゼントします☎557-7400

８月１日（日）
午後２時～

無料

☎531-6551 おひざにだっこのおはなし会 午前10時30分～5月20日（木）

福島市立図書館

福島市立図書館

子どもライブラリー

☎531-6551

第５回
　福島市ビブリオバトル

発表者募集！

◆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7日
（金）～6月17日（木）まで。

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　de
スポーツ！？』

４月２３日（金）
～５月１２日（水）

開館期間中
無料

◆「ぬりえマラソン」と
　「本のふくぶくろ」を開催します。
　参加者にはプレゼントがあります。
◆対象：小学生まで

１階児童室

☎531-6551

☎526-4200 おはなし会プチ　～こどもの日スペシャル～ 5月5日（水・祝） ①午前11時40分～②午後3時10分～

講座・イベント

施設名



　

宇宙ロケット図鑑 B53/ｳﾁﾕ

マルク・ロジェ∥著 宮尾 益知∥監修 松浦 寿輝∥著 吉川　真∥監修

グレゴワールと老書店主 953/ﾛｼﾞｴ お父さんが発達障害とわかったら読む本 493/ｵﾄｳ わたしが行ったさびしい町 915.6/ﾏﾂｳ

建築家になりたい君へ B52/ｸﾏｹ

アネッテ・ヘス∥著 田中 修∥著 群 ようこ／著 隈　研吾∥著

レストラン「ドイツ亭」 943/ﾍｽｱ かぐわしき植物たちの秘密 471/ﾀﾅｶ これで暮らす 914.6/ﾑﾚﾖ

赤ちゃんのふしぎ科学ずかん B49/ｱｶﾁ

カズオ・イシグロ∥著 田家 康∥著 宮下 奈都∥著 高橋　孝雄∥監修

クララとお日さま 933/ｲｼｸﾞ 気候で読み解く人物列伝 451/ﾀﾝｹﾞ ワンさぶ子の怠惰な冒険 914.6/ﾐﾔｼ

鳥になった恐竜の図鑑 B45/ﾄﾘﾆ

パク・ソルメ∥著 浅田 秀樹∥著 玉村 豊男∥著 真鍋　真∥監修

もう死んでいる十二人の女たちと 929/ﾊﾟｸｿ 三体問題 441/ｱｻﾀﾞ 明けゆく毎日を最後の日と思え 914.6/ﾀﾏﾑ

おうちで楽しむ科学実験図鑑 B40/ｵｼﾞﾏ

柴田 元幸∥編訳 東海林 さだお∥著 尾嶋　好美∥著

中国・アメリカ謎SF 923/ﾁﾕｳ 科学絵本の世界100 407/ｶｶﾞｸ マスクは踊る 914.6/ｼﾖｳ

明日、学校へ行きたくない B37/ｱｽｶﾞ

吉川 永青∥著 原田 信男∥著 木村 朗子∥著 茂木　健一郎∥ほか　著

ぜにざむらい F/ﾖｼｶ 「共食」の社会史 383/ﾊﾗﾀﾞ 妄想古典教室 910.2/ｷﾑﾗ

つくって役立つ！防災工作 B36/ﾂｸﾂ

山田 詠美∥著 教育新聞∥編 梨木 香歩∥著 プラス・アーツ∥監修

【　絵本・読み物以外の児童書　】
森沢 明夫∥著 安田 峰俊∥著 前田 まゆみ∥文・絵

血も涙もある F/ﾔﾏﾀﾞ FUTURE EDUCATION!  370/ﾌﾕﾁ 物語のものがたり 909/ﾅｼｷ

青い孤島 F/ﾓﾘｻ 「低度」外国人材 366/ﾔｽﾀﾞ ライオンのプライド 探偵になるクマ 835/ﾏｴﾀﾞ

ロサリンドの庭 Y949/ﾍﾞｽｺ

宮園 ありあ∥著 バフェット∥[著] 杉本 祐子∥著 エルサ・ベスコフ∥作

ヴェルサイユ宮の聖殺人 F/ﾐﾔｿﾞ バフェットからの手紙 338/ﾊﾞﾌｴ 季節と気持ちを上手に伝える手紙の書き方マナー&文例集 816/ｽｷﾞﾓ

きみのいた森で Y93/ﾊｳﾄ

蛭田 亜紗子∥著 藤井 美保代∥著 河野 哲也∥著 ピート・ハウトマン∥作

共謀小説家 F/ﾋﾙﾀ 新人のための『仕事のミスゼロ』チェックリスト50 336/ﾌｼﾞｲ じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 809/ｺｳﾉ

ぼくはおじいちゃんと戦争した Y93/ｽﾐｽ

東山 彰良∥著 朝日新聞社会部∥著 石塚 修∥著 ロバート・K・スミス∥著

どの口が愛を語るんだ F/ﾋｶﾞｼ ひとりぼっちが怖かった 327/ﾋﾄﾘ 茶人のたしなみ和歌・俳句に学ぶ 791/ｲｼｽﾞ

青の読み手 Y913/ｺﾓﾘ

貫井 徳郎∥著 フランツ　ファノン∥[著] つり人社書籍編集部∥編 小森　香折∥作

悪の芽 F/ﾇｸｲ 黒い皮膚・白い仮面 316/ﾌｱﾉ キャンプと楽しむ釣り入門 787/ｷﾔﾝ

さくら村は大さわぎ Y913/ｸﾁｷ

中村 航∥著 バラク　オバマ∥著 渡辺 信吾∥著 朽木　祥∥作

広告の会社、作りました F/ﾅｶﾑ 約束の地 312/ｵﾊﾞﾏ イラストでわかる日本の甲冑 756/ﾜﾀﾅ

くもとり山のイノシシびょういん Y913/ｶｺｻ

中島 京子∥著 松井 秀郎∥編 高河 ゆん∥イラスト かこ　さとし∥文・絵

ムーンライト・イン F/ﾅｶｼﾞ 1964年と2020年くらべて楽しむ地図帳 291.0/ｾﾝｷ コピックスターティングBOOK 726/ｺﾋﾟﾂ

わたしの気になるあの子 Y913/ｱｻﾋ 

堂場 瞬一∥著 クリストフ　コニェ∥著 八柳 サエ∥監修 朝比奈　蓉子∥作

【　読　み　物　】
津村 記久子∥著 宮城谷 昌光∥著 角間 実∥著

刑事の枷 F/ﾄﾞｳﾊﾞ 白い骨片 234/ｺﾆｴ 松井冬子 721/ﾏﾂｲ

つまらない住宅地のすべての家 F/ﾂﾑﾗ 三国志入門 222/ﾐﾔｷﾞ 顧客をつかんで離さないD2Cの教科書 675/ｶｸﾏ

くまのルイス E/ﾛｳｲ

瀬尾 まいこ∥著 瀬田 勝哉∥著 有山 裕孝∥著 トム・リヒテンヘルド∥文　ジュリー・ローウィン・ゾック∥絵

その扉をたたく音 F/ｾｵﾏ 戦争が巨木を伐った 210.7/ｾﾀｶ 図解でわかるコンタクトセンターの作り方・運用の仕方 673/ｽﾞｶｲ

ホオナニ、フラおどります E/ｿﾝｸﾞ

笙野 頼子∥著 渡邊 大門∥著 福崎 剛∥著 ヘザー・ゲイル∥文　ミカ・ソング∥絵

猫沼 F/ｼﾖｳ 関ケ原合戦全史 210.4/ﾜﾀﾅ 山を買う 651/ﾌｸｻ

おじいちゃんのたびじたく E/ｿﾖﾝ

周木 律∥著 中脇 聖∥編著 新藤 洋一∥著 ソ・ヨン∥文・絵

あしたの官僚 F/ｼﾕｳ 家司と呼ばれた人々 210.1/ﾅｶﾜ 小さい農業で暮らすコツ 611/ｼﾝﾄﾞ

うろおぼえ一家のおかいもの E/ﾃﾞｸﾞﾁ

佐々木 譲∥著 ルシオ　デ　ソウザ∥著 荻田 尚子∥著 出口　かずみ∥作

帝国の弔砲 F/ｻｻｷ 大航海時代の日本人奴隷 209/ﾃﾞｿｳ ホットケーキミックスで愛されお菓子 596/ｵｷﾞﾀ

みち E/ｻｲﾄ

小嵐 九八郎∥著 瀬戸内 寂聴∥著 さいとう　しのぶ∥作・絵

走れ、若き五右衛門 F/ｺｱﾗ 寂聴般若心経 183/ｾﾄｳ 春夏美しい大人の編みもの 594/ﾊﾙﾅ

ひそひそ　こしょこしょ E/ｳﾁﾑ

江上 剛∥著 ハ　ワン∥文　イラスト 山内 直∥著 うちむら　たかし∥作

再建の神様 F/ｴｶﾞﾐ 今日も言い訳しながら生きてます 159/ﾊﾜﾝ Raspberry Piはじめてガイド 548/ﾗｽﾞﾍﾞ

みんなとおなじくできないよ E/ｲｼｲ

岩井 三四二∥著 アルフレッド　アドラー∥著 菅 直人∥著 湯浅　正太∥作　石井　聖岳∥絵

【　絵　　　本　】
彩瀬 まる∥[著] 中山 繁信∥著

田中家の三十二万石 F/ｲﾜｲ こころを軽くする言葉 146/ｱﾄﾞﾗ 原発事故10年目の真実 543/ｶﾝﾅ

天野 純希∥著 穂村 弘∥著 長谷川 昌弘∥編著

草原のサーカス F/ｱﾔｾ 現代用語の基礎知識・別冊2011→2020 031/ｹﾞﾝﾀﾞ 世界で一番美しい住宅デザインの教科書 527/ﾅｶﾔ

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】 【　一　般　書　】

もろびとの空  F /ｱﾏﾉ 図書館の外は嵐 019/ﾎﾑﾗ 基礎測量学 512/ｷｿｿ

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

5 日 月 火 水 木 金 土 5 日 月 火 水 木 金 土

月 1 月 1 2 3 4 5 1
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

30 31 30 31

子どもライブラリーは31日は開館 その他の学習センター図書室は31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

『Story　for　you』
（F/ストリ）

講談社∥編　講談社

京野　廣一∥著　サンルクス
『福島モノローグ』

（Ｋ369/イトウ）

いとう　せいこう∥著　河出書房新社

光村教育図書

『がんでもママになるのをあきらめない』

（494/キョウ） 郷 土 資 料

『ぶらっとヒマラヤ』 『アパートのひとたち』
（292/フジワ） （Ｅ/ツアル）

藤原　章生∥著　毎日新聞出版 エイナット　ツァルファティ∥作　青山　南∥訳

一 般 書 児 童 書

魔女と食べるいちごパフェ。放課後に友達とする

他愛のない話。木に実るたくさんのマスク。桶狭間を

駆ける武者…。

児童文学からSF、時代小説まで、個性豊かな書き

手６２人によるショート・ショート集です。ぜひ「あなた

のための物語」を見つけてください。

東日本大震災から１０年。著者は、大熊町で牛を飼っ

ていた人や二本松市で農業を営んでいた人など、県内

在住の被災者に震災当時から現在までの出来事をイン

タビューしました。本文は当事者の話したことのみで構

成されており、まるで独白のような記録となっていま

す。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

～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。

５８歳の新聞記者が、かつての趣味だった本格登

山を再開し、長期休暇をとってヒマラヤに挑みます。

呼吸改善のため鼻を手術して出発。山では感情が波

立ち、わずかなことに感動したり、あらゆる人にわび

たい気持ちになったり。登山を介して考えた老いや

恐怖、死と生の実感についての記録です。

女性の妊娠する力・妊孕（にんよう）性は、がん治療の

副作用によって損なわれることがあります。妊孕性を

温存するには、治療前の生殖器官等の凍結保存が有効

です。とりわけ、卵巣組織の凍結は、初経前の小児がん

患者には唯一の選択肢です。日本ではまだ緒に就いた

ばかりのこの方法について解説しています。

わたしの住むアパートは、玄関のドアが少しずつ違う。

いったいどんな人たちが住んでいるのかしら？吸血鬼

に泥棒一家、酢漬けの魚のにおいがするドアの中には

…。

各階のドアから、住人のことを想像していく楽しいお

話。最後は、普通だと思っていた女の子の家族にも秘

密が？！

5月の開館カレンダー




