
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

中央図書館 地 域 館 分 館 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

    1 ２ ３     1 ○2  ３     1 ２ ３ 

４ ○5  ６ ７ ８ ９ １０ ４ ５ ６ ７ ８ ○9  １０ ４ ○5  ６ ７ ８ ９ １０ 

１１ ○12  １３ １４ １５ １６ １７ １１ １２ １３ １４ １５ ○16  １７ １１ ○12  １３ １４ １５ １６ １７ 

１８ ○19  ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ○23  ２４ ○18  ○19  ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２５ ○26  ２７ ○28  ○29  ○30  ○31  ２５ ２６ ２７ ○28  ○29  ○30  ○31  ２５ ○26  ２７ ○28  ○29  ○30  ○31  

郡山市図書館だより 

家庭で１日１５分の読書を！ １2 月の休館日  (○が休館日です。) 

※地域館 ＝ 希望ヶ丘､安積､富久山図書館                 

※分 館 ＝ 緑ケ丘､大槻､三穂田､喜久田､日和田､湖南､熱海､田村､西田､中田分館  

～新しい生活様式にも対応、「電子書籍」サービス～ 
 

郡山市図書館では、電子書籍の貸出サービスを行っています。ご自身のＰＣやスマート

フォン、タブレット等で 24 時間ご利用いただけます。※郡山市図書館の利用カードが必

要となります。なお、広域利用カードの方はご利用いただけません。 

【利用案内】 

蔵 書 数・4,988 冊（2022 年 11 月 12 日現在） 

＋ 電子雑誌（TRC-DL マガジン）が 139 誌（2022 年 9 月１日現在） 

※電子雑誌はバックナンバーもあります。 
貸出冊数・２冊まで 

貸出期間・７日間（期間が過ぎると自動で返却されます） 

予約冊数・２冊まで（取置期間は３日） 
 
 
＜令和４年（2022 年）の電子書籍サービスの歩み＞ 
令和４年４月・・・電子雑誌の導入 

5 月・・・読み放題コンテンツを 250 点追加 

～11 月・・・新しいコンテンツを 756 点追加 

⇒ 「アンパンマン」や「名探偵コナン」に関するものも入りました♪ 

 

Koriyama City Library Letter 2022.12 

 

＜郡山市電子図書館＞ 
子育てや介護中の方、身体的に来館が困難な方、最寄りの図

書館が遠い方等、これまでは図書館へ来館する機会がなかな

か確保できなかった方も、ぜひこの機会にご利用ください。 



刊 新 内 案 
文 芸 書 

英雄 

真保 裕一／著  

朝日新聞出版 

一千億の if 

斉藤 詠一／著  

祥伝社 

 何者かに射殺された大企業・山藤グループ総

帥の南郷英雄が、実の父親と知らされた英美。

犯人を捜し求める英美がたどり着いた、父の知

られざる半生と驚愕の真実とは…。 

あり得たかもしれない“if の歴史”を研究す

るゼミに進級した雄基。曾祖父が遺した大量の

海軍資料や、本家に残る戦時中の日記を追う

と、思いもかけぬ「秘密」が明らかとなり…。 

若葉荘の暮らし 

畑野 智美／著  

小学館  

愚者の階梯 

松井 今朝子／著   

集英社 

収入が激減したミチルは、40歳以上独身女

性限定のシェアハウスに転居する。訳ありな女

性達が迷いながらもたくましく生きる様を見

て、ミチルは自分で自分の幸せを叶える術を身

につけ…。 

 「勧進帳」は不敬である-。昭和10年、国粋

主義者の猛抗議をきっかけに、歌舞伎の殿堂で

連続怪死事件が発生。江戸歌舞伎狂言作者の末

裔、桜木治郎が大いなる謎に挑む。 

趣味･教養書+ 

大正女官、宮中語り 

山口 幸洋／著 

河西 秀哉／監修  

創元社 

私のことば体験 

松居 直／著  

安野 光雅／挿画  

福音館書店 

 大正天皇・貞明皇后の最側近として仕えた高

等女官・坂東登女子の回想録。「お茶目さん」

の大正天皇、貞明皇后との日常、過酷な仕事・

人間関係、大臣へのいたずら、生理事情…。約

20年を御所ことばで語る。 

ぐりとぐら、だるまちゃん、おおきなかぶ

…。あの絵本はここから始まった-。敗戦後、

子どもたちが心から楽しめる本がなかった日

本で、絵本の世界を作り上げてきた松居直の

自伝。 

奥羽武士団 

関 幸彦／著 

吉川弘文館 

上村松園随筆集 

上村 松園／著 

平凡社 

 陸奥・出羽の地で覇を競った武士たちの出自

や活動、系譜などを解説。中世を画する治承・

寿永の乱と南北朝の動乱による影響、地域領主

としての役割や経営基盤となった所領にも触

れ、その盛衰を描く。 

 美人画の大家として知られ、気品あふれる

女性像を数多く描いた日本画家・上村松園。

13歳で絵筆をもった少女は、明治・大正・昭

和の世を駆け抜け、ひたむきに芸術の道を追

求し続けた。その74年の人生を辿る、珠玉の

随筆選。 



ど の こ も んほ 
えほん 

よみもの・ちしき 

ちいさいおねえちゃん 

いとう みく/さく  

えがしら みちこ/え 岩崎書店 

ヨルとよる 

あさの ますみ/さく  

よしむら めぐ/え 教育画劇 

 とっこちゃんはママが大好き。でも弟のたい

ちゃんが生まれてから、ママはずっとたいちゃ

んのお世話をしています。とっこちゃんが赤ち

ゃん返りをするようになったある日、ママが

「ふたりでおでかけしない?」と言って…。 

 外に出たことがない、くろねこの男の子、ヨ

ル。夜空みたいないろだから、ヨルと名づけら

れました。ある日、家でくらしたことがない、

まちのネズミと出会い…。ヨルとネズミの、と

くべつな夜のお話。 

めがねどろぼう 

桂 文我/ぶん 

荒戸 里也子/え BL 出版 

おいちにのだーるまさん 

こばやし えみこ/ぶん 

こいで やすこ/え 福音館書店 

 どろぼうが 2 人、夜の道を歩いています。さ

て、どこの家に入ろうか。ようやくたどりつい

たのは、めがね屋でした。どろぼうがふしあな

から店の中をのぞこうとしていると気づいた

丁稚さんが…。笑えるどろぼうの落語絵本。 

 「おいちにのだーるまさん」のかけ声に合わ

せて、赤、緑、黄、水色、ピンクのカラフルな

だるまさんが、元気いっぱいに遊び…。リズミ

カルな言葉と弾むような絵のわらべ歌絵本。 

黒紙の魔術師と白銀の龍 

鳥美山 貴子/ちょ 

講談社 

三まいのはがき 

おくやま ゆか/さく 

福音館書店 

 悠馬は大きな黒いとかげを捕まえたが、気づ

くとそれは紙になっていた。しかし真夜中、と

かげが再び意思を持って動き始めて…? 命が

吹きこまれた折り紙をめぐる、時代を超えた少

年たちの大冒険。 

 3 枚のはがきを受けとったゆうた。それは、

ナメヨ、ガマコ、ニョロミからの招待状でした。

ゆうたは 3 人の家に行き、楽しく過ごします

が、帰ろうとすると、3 人がゆうたを取り合っ

て、けんかをはじめて…。 

こわがり子ネコのほしいもの 
デビ・ミチコ・フローレンス/さく 

メラニー・デマー/え 

くまがい じゅんこ/やく   

あかね書房 

正義ってなんだろう 

自分の頭で考える力をつける 

齋藤 孝/ちょ 

リベラル社 

 カイタは動物が大好きな8歳の女の子。「動

物あずかりや」として、保護された5ひきの子

ネコたちを、しばらくお世話することになって

…。動物のあずかりボランティアを通して成長

する女の子を温かく描く。 

 「正義って何?」と聞かれたら、答えられます

か? 学校の悩み、SNS のいじめ、犯罪、戦争な

どから、何が正義で何が悪か、じっくり考えてみ

ましょう。行き過ぎた正義感が危ない理由や、正

しく生きるヒントも紹介。 



 

中　央　図　書　館 　℡０２４－９２３－６６０１

3日(土) おはなし会 11:00～　3歳から　
10日(土) おはなし会 11:00～　3歳から　
16日(金) おひざにだっこのおはなし会 11:00～　3歳以下のお子さんとその保護者
22日(木) おひざにだっこのおはなし会 11:00～　3歳以下のお子さんとその保護者
24日(土) 冬のとくべつおはなし会 11:00～　どなたでも

中央図書館 視聴覚部門（※会場：中央公民館　多目的ホール）　℡０２４－９２３－６６１６

17日(土) 子ども映画会 10:00～　　どなたでも
『おしりたんてい➀・④から3話』

21日(水) 映画会　『宝島』 14:00～　　どなたでも

希　望　ヶ　丘　図　書　館 　℡０２４－９６１－１６００

10日(土) おはなし会 10:30～　3歳から　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜申込＞12月８日（木）正午まで電話か窓口で

安　積　図　書　館 　℡０２４－９４６－８８５０

3日(土) 『土よう絵本といっしょ！』 11:00～　3歳から　
4日(日) アニメ上映会 11:00～　どなたでも

『クリスマスのおくりもの』 ＜場所＞3F 視聴覚ホール
『ぴったんこねこざかな➀』

20日(火) 『絵本といっしょ！』 11:00～　３歳以下　　
24日(土) 『土よう日のおはなし会』 10:30～　3歳から

富　久　山　図　書　館 　 ℡０２４－９２１－００３０

6日(火) 映画会『おくりびと』 10:00～　どなたでも　＜場所＞3F 視聴覚ホール
10日(土) おはなし会 10:30～　3歳から
24日(土) とくべつおはなし会 10:30～　３歳から

緑　ケ　丘　分　館 　℡０２４－９４４－０００１

17日(土) おはなし会 10:30～　どなたでも
＜場所＞緑ケ丘地域公民館 和室

三　穂　田　分　館 　℡０２４－９５３－２８２０

10日(土) ふゆの特別おはなし会 11:00～　どなたでも
＜場所＞三穂田分館 図書館内

日　和　田　分　館 　℡０２４－９５８－２３５２

3日(土) おはなし会 14:00～　どなたでも
＜場所＞日和田公民館 １階 会議室

田　村　分　館 　℡０２４－９５５－３８４２

10日(土) おはなし会 10:30～　未就学児とその保護者　
＜場所＞田村公民館　和室

西　田　分　館 　℡０２４－９７２－２８０７

17日(土) ファミリーおはなし会 10:30～　どなたでも  
＜場所＞西田ふれあいセンター ２階 和室

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載行事を中止・延期する場合があります。 

 

 

月 １2 事 内 行 案 


