
や        び        な

+

000000000000000000000000000000000000

図書館

http://library.city.iwaki.fukushima.jp
http://library.city.iwaki.fukushima.jp/mobile/index.html

※期間中、図書の返却はブックポストをご利用ください。なお、CD・DVD・ビデオはこわれやすいので

特別整理期間終了後、直接カウンターまでお持ちください。

【愛鳥週間にちなんで】

●蔵書点検                    ●館内整理

開架書架の資料の整理や、書架スペー

スの調整など、利用しやすい環境をつく

る作業が主となります。

傷んだ資料の修理や、内容が古くなっ

た資料の除籍、閉架書庫への搬入など、

休館中でなければできない作業を集中

的に行います。

蔵書点検・館内整理のため、次の日程で休館いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いいたします。

【特別整理期間休館のご案内】

蔵書点検は、システムに登録された所蔵データと本を照

合し、正しい状態にあるかどうかを確認し、間違いを訂

正するために行います。紛れ込んでいた他の図書館の本

が見つかったり、データと本体が一致していなかったり、

配架場所が違っているなどのヒューマンエラーを正す機

会でもあります。

カード目録の時代には、二人一組で声を掛け合って、本

の照合をしていましたが、1998 年の図書館情報システム

導入後、バーコード読み取りによる点検方式となり、一人

で黙々とバーコードを読み取るという静かな作業になり

ました。館内には機械の読み取り音が響いていました。

2007 年に IC 読み取り方式に変わりましたが、一人は書

架から資料を抜き取って IC 読み取り盤に載せ、一人は画

面を見てきちんと読み込まれたかを確認するという二人

組み体制に戻りました。バーコードか IC か、処理速度の

面では、差はほとんどないようです。いずれにしても、大

切なのは確実に 1件 1件のデータを確認することです。日

常業務をスムーズに進めるための基盤固めの作業を、今年

度も粛々と実施いたします。                                        
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平成２４年 ５月 10 日発行

発行：いわき総合図書館

〒970-8026

いわき市平字田町 120

TEL 0246-22-5552

被災資料の現状

3.11 東日本大震災によって、破損、汚損、

流出、行方不明となった資料や、福島第一

原子力発電所事故で警戒区域、計画的避難

区域内に自宅があるため、返却不能となっ

ている資料につきましては、図書館再開後、

弁償免除の手続きを進めてまいりました。

その冊数は、3 月末で、約 1,200 冊となっ

ております。まだ連絡が取れない方も多数

おられることから、今後も増えていくもの

と思われます。

予約をかけておられた方には、状況がわ

かり次第連絡を差し上げます。提供できな

い場合もあると思われますので、ご理解と

ご協力をお願いいたします。

今話題の鳥は、何といっても、トキ。
佐渡島で、トキのひなが 3羽かえったというニュースがあり

ました。トキは、明治中ごろまで日本各地に生息しましたが、
野生のものは絶滅してしまったそうです。生まれたひなが天敵
にあわないですくすく育つのか、充分なえさが確保できるのか。
そもそも、乱獲や環境の変化によって、絶滅の危機を迎えたと
言われています。無事に育つための鍵は人間が握っているよう
です。トキは、漢字で、「鴇」「朱鷺」「桃花鳥」と複数の表記
があります。語源や生態について、百科辞典や国語辞典で調べ
てみてはいかがでしょう。もっと深く知りたい方は、背ラベル
の番号「488」の図書がおすすめです。

特別整理期間中もインター
ネットからの予約を受け付け
ています。ただし、休館中は、
業務の都合により、その館で
所蔵している資料の検索・予
約受取館の指定ができない日
がありますのでご了承くださ
い。

四 倉 図書館 ： 5 月 7 日(月) ～ 5 月 12 日（土）

内 郷 図書館 ： 5 月 14 日(月) ～ 5 月 19 日（土）

常 磐 図書館 ： 5 月 21 日(月) ～ 5 月 26 日（土）

勿 来 図書館 ： 5 月 28 日(月) ～ 6 月 2 日（土）

小名浜 図書館 ： 6 月 4 日(月)  ～ 6 月 9 日（土）

いわき総合図書館 ： 6 月 11 日(月) ～ 6 月 22 日（金）
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いわき総合図書館では市内に在住・在勤・在学又は隣接市町村に在住で目の不自由な方、活字での読書が

困難な方に、録音図書・点字図書の貸出並びに対面朗読などのサービスを行っています。

初めての方へ、図書館利用カードの申請が必要です。住所を確認できるもの（身体障害者手帳等）をお持ちくださ
い。手帳をお持ちでない方は、職員にご相談ください。来館が困難な場合には、電話でお問い合わせください。

●「あかちゃんへのおはなし会」

4 月 23 日（月）11:00 から開催しました。41 名が参加。

今年で 3 回目を迎えた「あかちゃんへのおはなし会」。支援ボランティ
アの方々による絵本の読み聞かせやエプロンシアターの実演に、あかち
ゃんとお母さんは、楽しいひと時を過ごしていました．

【4 月の催しから ～子ども読書の日記念事業】

【視覚障がい者等サービスのご案内】

◆弱視の方へのサービス
直接ご来館の上ご利用ください。

○大活字本の貸出
○拡大読書機、活字自動読み上げ機の館内利用

※機器の使用は、カウンターに申し出てください。

◆対面朗読
ご希望の資料を朗読するサービスです。
利用希望日前日までに電話等でお申し込みください。
○実施日  毎週火曜日・金曜日
     第２・第４木曜日
○利用時間 午後１時１０分～午後３時
○実施場所 いわき総合図書館５階 対面朗読室２

※メモ用にカセットテープレコーダーと点字器を用
意しています。

◆録音図書、点字図書の貸出
○貸出冊数 録音図書（カセットテープ・デイジー）、点字図書 合計で１５タイトル以内       
○貸出期間 1か月以内
○貸出方法 身体障害者手帳をお持ちの視覚障がいの方は、郵送による貸出が利用できます。（送料無料、

ただし、1人１回につき５タイトル以内）
上記以外の方は、市内図書館の窓口での受け渡しになります。

○資料目録 所蔵目録をお送りしますのでご相談ください。
○貸出申込 当館所蔵資料については、ご希望資料のテープ番号、タイトル等をご連絡ください。

当館所蔵資料以外については、3タイトルまでリクエストを受け付けます (市内に在住、在勤、在学の
方に限る) 。
ご希望のタイトル、著者名等をお知らせください。製作・他館からの取り寄せなどで提供します。

※デイジー図書
ＣＤに編集した録音図書。章や節で頭出しできるほか、しおりがつけられます。
専用の再生機器（プレクストーク）が必要です。パソコン(専用ソフト)での読み上げも可能です。

●「この本よんだ？ 20 号」の発行
毎年新しく出版された子どもの本の中から、職員が

おすすめの本を選んで紹介する冊子「この本よん
だ？」の第 20号を発行しました。

1992 年から発行を始めた冊子ですが、こどもに読ん
でほしい本を選ぶときのツールとしてご活用くださ
い。図書館の利用者や小・中学校に配布しています。
※図書館ホームページの左側ツールバーこの本よんだ？をクリッ

クすると、創刊号から、紹介した本のリストをご覧になれます。

お子さんと保護者の方が、
絵本や紙芝居などを
声を出して読むことができ
るスペースです。
自由にご利用できます。
（お申込みは不要）
お気軽にどうぞ。

【よみきかせひろばのご利用を！】

小学生が
見学に訪れました！

5 階地域資料展示コーナーで
開催中の「小学校教科書のあゆ
み展」を観覧しました。

係員の説明に耳を傾けなが
ら、ガラスケースに陳列された
昔の教科書を、熱心に見入って
いました。



第 9回 本屋大賞
●「舟を編む」 三浦しをん∥著  光文社  2011.9

第 6回 大江健三郎賞
●「かわいそうだね」綿矢りさ∥著 文芸春秋 2011.10

第 43回大宅壮一ノンフィクション賞
●「木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか」

増田 俊也∥著 新潮社 2011.9

●「つなみ 被災地のこども 80人の作文集」

（文藝春秋平成 23年 8月臨時増刊号に収載）

森 健企画・取材・構成 文芸春秋 2011.8

第 46回 吉川英治文学賞
●「大江戸釣客伝」  夢枕 獏∥著 講談社 2011.7

「桜守三代 佐野藤
とう

右衛門
え も ん

口伝」

         鈴木嘉一∥著 平凡社 2012.3

日本各地の名桜・老桜を見守る「桜守」として名

高い十六代目佐野藤右衛門。造園家として、パリの

ユネスコ本部や京都迎賓館の日本庭園などを手がけ

ながら、祖父が始めた名桜の保存活動を継承してき

ました。「仕事やったらいきまっせー。」と、身軽

に全国を行脚し、桜を守ってきた三代にわたる「桜

道楽」の深奥に迫ります。

「まだ“エシカル”を知らないあなたへ

日本人の１１％しか知らない大事な言葉」
デルフィスエシカル・プロジェクト∥編著
    産業能率大学出版部 2012.3

  エシカルとは「倫理＝環境保全や社会貢献」という意

味ですが、地球環境に配慮する「エコロジー」よりも、も

っと広く深い意味付けをし、社会や人間の問題までを視

野に入れた消費生活や企業活動をしようという人々が

現れています。「チャリティ」、「ロハス」、「フェアトレー

ド」など、既知の用語を包み込んで、大きなうねりをつく

りだす可能性を秘めた「エシカル」。明日を変える言葉

を先取りしてみませんか。

「バテない体をつくる登山エクササイズ
山登りのための基礎体力・基礎知識が身につく！」

大森 義雄∥監修 誠文堂新光社 2012.4

体力は、財産と同じ。その気になれば増やすこと

ができます。楽しいはずの山登りが苦行にならない

よう、登山にあった体力を身に付け、さらに体力を

カバーする歩きの技術を磨くためのノウハウが満載

です。エクササイズだけでなく、登山に必要なひと

とおりの知識がマスターできる一冊です。

「美しき一日
いちじつ

の終わり」
有吉 玉

たま

青
お

∥著 講談社 2012.4

姉 70 歳、弟 63 歳、ともに身体が不自由で、病を

抱えています。それぞれの人生を歩んだ異母姉弟の

2 人が、取り壊しの決まった古い家で会う約束をし

ます。その日は、思い出の日、十三夜です。

美しい絵画をみているような小説です。

「未来のきみが待つ場所へ」
－先生はいじめられっ子だった－

宮本 延春∥作 講談社 2006.12

「自分を信じて、前に進んでください。きっとそこ

には、未来のきみが待っています。」作者はいじめが

原因で学校嫌いの劣等生になりました。さらに、10

代で両親を失ったために厳しい生活を送ります。

しかし、自分と向き合って目標を見つけて、変わ

っていきます。

後悔しないよう、勇気を持って進む姿勢に励まさ

れる本です。

「すてきなあまやどり」
バレリー・ゴルバチョフ∥作・絵 なかがわちひろ∥訳

徳間書店 2003.5

まきばに花をつみにいったブタくんは、びしょぬ

れです。でもブタくんは、おおきな木のしたにあま

やどりしたというのです。

どんなあまやどりだったのでしょうか。

あとからまたあとから、ゆかいなどうぶつたちが

やってきてさいごは…。

よみきかせにおすすめのえほんです。

「せかいでひとつだけのケーキ」
  あいはら ひろゆき∥作 あだち なみ絵

教育画劇 2006.4

今日はママの誕生日です。ゆうたは妹を連れてこ

っそりバスに乗り、ママの大好きなケーキを買いに

出かけます。はじめてのバスの旅では、困ったこと

が次々に起こります。ゆうたはケーキを買うことが+

できるでしょうか…？

あたたかい気持ちになれるおはなしです。

【おすすめの本】

一 般 書

受 賞 作

児 童 書



視聴覚資料上映会

       ○先着 30名程度・入場無料

いわき総合図書館（４階・会議室）午後２時～

●５月 ５日(土） 子ども向け

「さよなら、みどりが池」         （３４分）

マンション建設でみんなの池が埋められる…！新たな池
をめざすカエル達の物語。

●５月１９日（土） 一般向け

「９９歳の詩人 柴田トヨ」            （４２分）

100 歳になる 2011 年に向けた詩作の日々と、詩に励まさ
れ逆境に立ち向かう人々の姿を追う。

制作：矢野 達史

出演：柴田トヨ／中谷美紀

●６月 ２日(土） 子ども向け

「もうひとつのどうぶつえん

絶滅動物ものがたりドードーたちの時代」

造形作家宮川アジュの精巧なフィギュアと、動物のシル

エットで展開するアニメで構成する動く絵本。   （３３分）

    
いわき総合図書館

        展示棚のテーマ

企画展示

「新聞記事で見る
東日本大震災からこれまでの歩み」

■いわき総合図書館 5 階 企画展示コーナー
■平成 24 年 4 月 28 日（土）～8 月 26 日（日）

※毎月最終月曜日と特別整理期間（6月 11 日～6 月 22 日）
は休館。

  新聞記事を中心に、いわき市の震災時の状況や復

旧・復興の過程をたどります。これまで、図書館が収集し

てきた記録・写真集など関連資料もあわせて紹介しま

す。いわき市内に甚大な被害をもたらした大震災を振り

返るとともに、図書館資料についての理解を深めてくださ

い。        

おはなし会

       ○事前申込不要・入場無料

●いわき総合図書館（４階・おはなしのへや）

５月１２日（土） 午前１１時から

５月２６日(土）   〃

６月 ９日（土）   〃

６月２３日（土）   〃

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室）

５月１２日（土）  午後２時 30 分～

６月１６日（土）   〃

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）

５月１２日（土）  午後２時～

６月 ９日（土）  〃

●内郷図書館（内郷公民館２階和室）

５月１２日（土）  午前１０時３０分～

６月 ９日（土）   〃

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）

６月 ９日（土）  午前１１時～

※都合により日程が変更になる場合もあります。

シルエットで展開するアニメで構

４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉

５月 ・「季節の行事絵本 ７月」

     ・「この本よんだ？」

６月 ・「季節の行事絵本 ８月」

   ・「小学校にのっている本 ２年生」

４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉

５月 ・「外に出たくなる本」

６月 ・「若者におすすめの本」

５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉

５月 ・「天体観測をたのしむ本」

６月 ・「時空を旅する科学」

※展示内容は変更になる場合もあります。

【５月・６月の行事】

ご意見箱の設置について

これまで「図書館要望箱」をいわき総合図書館 4 階入口に設置しておりましたが、今年度からは、名称を「ご

意見箱」と変えて、お寄せいただいたご意見とそれに対する図書館の回答を合わせて掲示することにいたしま

した。ご意見箱の壁側上部に設置したコルクボードに、1 ヶ月間に寄せられた意見と回答を一覧表にまとめた

ものを掲示します。掲示期間は 2 ヶ月です。図書館サービスについてのご意見やご感想などをお待ちしていま

す。


