
対象年齢

～3歳まで

～3歳まで

4歳～小学生

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。

午後3時10分～

３階会議室

※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

８月２２日（日）
開館時間中

無料
◆対象：小学生まで
◆本を借りた利用者に「ふくもっちゃんの
プラバン」をプレゼントします☎５２６-４２００

ふくよみの日
夏の子ども映画会

８月２２日（日）
午後２時～

無料
◆子供向けの映画を上映します。
　　「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」
◆対象：小学生まで☎531-6551

☎526-4200 おはなし会プチ　～ふくよみの日SP～ ８月２２日（日） 午前３時１０分～

福島市立図書館

講 座 ・ イ ベ ン ト

おはなし会プチ　～夏のこむこむまつりSP～ ８月２１日（土） 午後3時10分～

施設名

午前１０時３０分～

８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 ８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 ８月２６日（木） 午前10時30分～

子どもライブラリー

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 ８月５（木）・１５日（日） 午前11時～

おはなし会プチ ８月１・８・２９日（日）

８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 ８月４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 ８月７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 ８月１２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

８月７日（土）

市立図書館広報 2021年
８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 ８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
８月７・１４・２１・２８日

午後2時～
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～８月１９日（木）

☎549-1821 おひざにだっこのおはなし会 ～3歳まで ８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 ８月２１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 ８月１９日（木） 午前10時30分～

飯坂学習センター図書室 子どもと楽しむ
てあそび・わらべうた

９月１６日（木）
　　午前１０時３０分

　　　　　　　～１１時２０分
無料

◆てあそび・わらべうたで子どもとふれあいます。
◆対象：０歳～幼稚園入園前の乳幼児と保
護者（先着７組）
◆８月４日（水）より飯坂学習センターで申
し込み受付（電話可）☎542-2122

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 ８月２１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 ８月１９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

松川学習センター図書室 「ふくしま読書の日」企画展示
推し本ポップを作ろう！

募集期間
８月１日（日）

　　　～９月２９日（水）
無料

◆どなた様でも参加できます
◆応募用紙・ポップ用の指定用紙は松川学
習センター図書室で配布しております
◆展示期間１０月２４日（日）～１１月２８日（日）
※福島市立図書館で所蔵の資料に限ります☎567-2403

福島市立図書館 「合言葉は　ふくよみ！」
　キャンペーン

８月２２日（日）
開館時間中

無料

◆対象：幼児・児童
◆図書館スタッフに「ふくよみの日！」と声
をかけてくれたお子さんに、ふくもっちゃ
んのシールを差し上げます。☎531-6551

清水学習センター図書室
夏のアニメ映画会

８月２日（月）
午前10時～

無料
◆子供向けの映画を上映します。
　「がんばれスイミー」・「おこんじょうるり」
◆対象：４歳から

☎557-7400



　

生き残る作家、生き残れない作家

910.2/ﾀﾑﾗ文豪たちの住宅事情

911.1/ｷｿｶ基礎からわかるはじめての短歌上達のポイント

読売新聞文化部「本よみうり堂」∥編

冲方 丁∥著

田村 景子∥編著

街場の芸術論

725/ﾊﾟｽﾃパステル画技法と表現力を磨く50のポイント

東急ハンズ公式ツイッター担当者∥著

地理情報開発∥編

内田 樹∥著

酒井 順子∥著
スモッグの雲 973/ｶﾙﾋﾞ うつでも起業で生きていく 493/ﾊﾔｼ

イタロ・カルヴィーノ∥著 林 直人∥著

マクシミリアン・エレールの冒険 953/ｺﾊﾞﾝ クモの巣ハンドブック 485/ｸﾓﾉ

鉄道無常 915.6/ｻｶｲ

アンリ・コーヴァン∥著 馬場 友希∥著 養老 孟司∥著
子ども詰将棋1手詰め250問 B79/ｺﾄﾞﾓ

ユーディト・W.タシュラー∥著 ドナルド・R.プロセロ∥著

及川 拓馬∥監修

914.6/ﾖｳﾛ養老先生のさかさま人間学
半藤 末利子∥著

人体断面図鑑 B49/ﾋﾞｽﾃ

岩石と文明 455/ﾌﾟﾛｾ

【　一　般　書　】

【　絵　　　本　】

【　読　み　物　】

【　絵本・読み物以外の児童書　】

中村 寛治∥著

内田 あぐり∥監修

674/ﾄｳｷ共感で広がる公式Twitterの世界

ローレンス・ブロック∥編 吉玉 サキ∥著

スティーブン・ビースティー∥画　リチャード・プラット∥文

914.6/ﾊﾝﾄﾞ硝子戸のうちそと
accototo∥著

この世界からサイがいなくなってしまう B48/ﾐﾀﾑ誕生日パーティー 943/ﾀｼﾕ

933/ﾀﾝﾍﾟ 方向音痴って、なおるんですか? 448/ﾖｼﾀﾞ

アズ直子∥著

ワタナベ マキ∥著

北尾 トロ∥著

小林 克也∥著

高木 匡子∥監修

704/ｳﾁﾀﾞ

タヤリ・ジョーンズ∥著 柳谷 晃∥著

味田村 太郎∥文

914.6/ｱﾂｺ絵本作家の森のいえ便り
高橋 順子∥編　解説

チバニアン誕生 B45/ｵｶﾀﾞ

岡田 誠∥著
短編回廊

結婚という物語 933/ｼﾞﾖﾝ 円周率πの世界 414/ﾔﾅｷﾞ

話題の達人倶楽部∥編

MAHA∥監修

高田 ほのか∥監修米澤 穂信∥著 ジーナ・レイ・ラ・サーヴァ∥著
911.3/ﾆﾎﾝ日本の名句・名歌を読みかえす

黒牢城 F/ﾖﾈｻﾞ 野生のごちそう 383/ﾗｻﾊﾞ

中祖 嘉人∥著

村田 喜代子∥著 神里 雄大∥著

俺達の日常にはバッセンが足りない F/ﾐﾂﾊﾞ

なぜ私たちは理系を選んだのか B40/ﾏｽﾀ

吉川 英梨∥著 伊東 ゆう∥著

桝 太一∥著

感染捜査 F/ﾖｼｶ 万引き 368/ｲﾄｳ

聞かせて、おじいちゃん B31/ﾖｺﾀ

山下 紘加∥著 吉野 哲∥著

横田 明子∥著

エラー F/ﾔﾏｼ 「よそ者リーダー」の教科書 336/ﾖｼﾉ

ネットの約束 B00/ﾈﾂﾄ

日経BPコンサルティング情報セキュリティ研究会∥著

三羽 省吾∥著 齊藤 誠∥著
姉の島 F/ﾑﾗﾀ 越えていく人 334/ｶﾐｻ

キリンが小説を読んだら 910.2/ｷﾘﾝ

M.G.ヘネシー∥作

Y93/ｴﾃﾞｲ

Y913/ﾔﾏﾓ 

教養としてのグローバル経済 333/ｻｲﾄ

海を見た日 Y93/ﾍﾈｼ

河合 雅司∥著
810/ｺｺｲここ一番の国語辞典

901/ｳﾌﾞｶ

ボーダレス・ケアラー還らざる聖域 F/ﾋｸﾞﾁ コロナ後を生きる逆転戦略 332/ｶﾜｲ

分解系女子マリー
樋口 明雄∥[著]

さよならのたからばこ
西尾 潤∥著 ロビン・ディアンジェロ∥著

クリス・エディソン∥作

799/ﾍﾞﾘﾀﾞベリーダンス魅せるポイント50

マルチの子 F/ﾆｼｵ ホワイト・フラジリティ 316/ﾃﾞｲｱ

長崎 夏海∥作

764/ｺﾊﾞﾔ小林克也洋楽の旅
寺地 はるな∥著 武田 砂鉄∥著

山本 悦子∥著

783/ﾅｶｿ1冊でわかる3x3バスケ入門

雨夜の星たち F/ﾃﾗﾁ

F/ﾀﾏｶﾞ 世界のすごい島300 290/ｾｶｲ

トムと3時の小人 Y913/ﾀｶﾄﾞ

Y913/ﾅｶﾞｻ

珠川 こおり∥著 地球の歩き方編集室∥編集
偉い人ほどすぐ逃げる 304/ﾀｹﾀﾞ

関 俊介∥著 陶山 昇平∥著

たかどの ほうこ∥作

精密と凶暴 F/ｾｷｼ ヘンリー八世 289/ﾍﾝﾘ

あしたもオカピ Y913/ｻｲﾄ檸檬先生

志川 節子∥著 エヴァン・オスノス∥著

斉藤 倫∥作

博覧男爵 F/ｼｶﾞﾜ バイデンの光と影 289/ﾊﾞｲﾃﾞ

けんか餅 Y913/ｷﾘﾕ

686/ﾆﾎﾝ

桜井 鈴茂∥著 上遠 恵子∥監修

桐生 環∥作

今野 敏∥著 川満 彰∥著
探偵になんて向いてない F/ｻｸﾗ 13歳からのレイチェル・カーソン 289/ｶｿﾝ

日本路面電車地図鑑

井川 直子∥著

イチンノロブ・ガンバートル∥文　バーサンスレン・ボロルマー∥絵

673/ｲｶﾜシェフたちのコロナ禍宗棍 F/ｺﾝﾉ 沖縄戦の子どもたち 219.9/ｶﾜﾐ

空とぶ馬と七人のきょうだい E/ﾎﾞﾛﾙ

お月さんのシャーベット E/ﾍﾟｸﾋ

E/ｼﾞｴﾌ

尾崎 世界観 ほか∥著 谷口 雄太∥著 オリヴァー・ジェファーズ∥さく

“地形と気象”で解く!日本の都市誕生の謎 210.0/ﾀｹﾑ

きみとぼくがつくるもの緊急事態下の物語 F/ｷﾝｷ <武家の王>足利氏 210.4/ﾀﾆｸﾞ

イチゴで稼ぐ!
竹村 公太郎∥著

海神の子 F/ｶﾜｺﾞ 一流のメンタル100の習慣 159/ﾔﾏﾓ

ペク・ヒナ∥作

659/ｷﾀｵ犬と歩けばワンダフル

うらんぼんの夜 F/ｶﾜｾ

川瀬 七緒∥著

恩田 陸∥著 佐伯 啓思∥著

みやけ ゆま∥作

596/ﾜﾀﾅワタナベマキの梅料理
川越 宗一∥著 山本 洋子∥著

626/ｲﾁｺﾞ

ぽっかりライトせんせい E/ﾊﾂﾄ

E/ﾀｶﾊ

E/ﾐﾔｹ

はっとり ひろき∥作

589/ｱｽﾞﾅ

高橋 和枝∥著

チーターじまんのてんてんは

049/ｻﾝﾖ

あら、そんなの!薔薇のなかの蛇 F/ｵﾝﾀﾞ

579/ﾆｶﾜ膠を旅する

死にかた論 114/ｻｴｷ 繊細な人の仕事がうまくいくファッションのルール

海辺の金魚 F/ｵｶﾞﾜ 大宅壮一文庫解体新書 016/ｵｵﾔ

デリバリーぶた
小野寺 史宜∥著 主婦の友社∥編

片見里荒川コネクション F/ｵﾉﾃﾞ 3・4・5歳のこどもの「なんで?」早引き事典Light

【　現　代　小　説　】 【　一　般　書　】

E/ｶﾄｳ

青木 祐子∥著 リンクアップ∥著

加藤 休ミ∥作

538/ﾅｶﾑジェット旅客機操縦完全マニュアル
小川 紗良∥著 阪本 博志∥編

図解でわかる14歳からの脱炭素社会 519/ｽﾞｶｲ

インフォビジュアル研究所∥著
レンタルフレンド F/ｱｵｷ Twitterツイッター基本&便利技 007/ﾂｲﾂ

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。



2021年 印の日は休館日 2021年 印の日は休館日

8 日 月 火 水 木 金 土 8 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
　　　　※火曜日開館日の開館時間は9：30～17：30です。

一 般 書 児 童 書

『哲学の女王たち』 『ポリポリ村のみんしゅしゅぎ』
（102/テツガ） （Ｅ/オカヤ）

レベッカ・バクストン、リサ・ホワイティング∥編　晶文社 蒔田　純∥文　おかやま　たかとし∥絵

かもがわ出版

『印刷・紙もの、工場見学記』
（７４９/インサ） 郷 土 資 料

デザインのひきだし編集部∥編　グラフィック社
『永劫に飛ぶ！　在野の天才哲学者野村隈畔』

（Ｋ２８９/ノムラ）

武川　和之∥著　文芸社

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

『南北朝の宮廷誌　二条良基の仮名日記』
（９１５．４/ニジヨ）

小川　剛生∥著　吉川弘文館

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

本館・子どもライブラリーのみ3・10・17日は開館（※）
３０日子どもライブラリーは開館

南北朝時代、連歌の名手と言われた二条良基は、

北朝側の摂政・関白を務めていました。日記には権力

が移り替わるたびに京から離れなくてはならなかっ

たという記述があり、武家だけではなく公家も苦労し

ていたことが分かります。公家視点の南北朝動乱を、

良基が書いた３つの日記から読み解きます。

野村隈畔は現在の桑折町出身で小学校卒業後、独

学で哲学を学んだ人物です。上京して様々な人達と交

流、議論を交わして雑誌を創刊するほど精力的に活動

していました。しかし、大正９年に国の言論統制により

逮捕されてしまいます。獄中でも瞑想を続け、思想の

自由を求めた哲学者の伝記です。

福島市立図書館

ＰＲキャラクター

ふくもっちゃん

男女格差によって正当に評価されず、歴史に埋もれ

ていた女性思想家たち。その中から、女性の学ぶ権利

を守るため闘ったメアリ・ウルストンクラフトや、『全体

主義の起源』を著し政治理論を展開したハンナ・アーレ

ントなど、２０人の女性たちを取り上げ、その生い立ち

や業績などを紹介しています。

紙製品や製本に関わる工場をブックデザイナーが

めぐりました。「産業遺産」に認定された機械が今も

活躍する製紙工場や、数メートルに及ぶ特殊な形状

の地図を折りたたむ手折り加工の会社など。どの現

場にも、細かな注文に応えるための個性的な機械と、

こだわりをもった「職人」たちの姿があります。

ポリポリ村は国中から旅行者がやってくる素敵な村。

しかし、毎年冬になるとドラゴンがやってくるので、怖

がって誰も遊びに来ません。そこで、ドラゴンを追い払

うか、追い払わずにドラゴンの珍しい鱗を使って村お

こしをするか、選挙で決めることにしました。小学生か

ら選挙が体験できるしかけ絵本です。

～ブックスタートのご案内～

福島市にお住まいの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。

8月の開館カレンダー ～市立図書館本館と子どもライブラリーは小・中学校の夏休み期間の火曜日は臨時開館します～


