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【News】新しいホームページに注目！ 

いわき市立図書館のホームページアドレスはこち

らです。携帯電話、スマートフォンご利用の方は、

右のＱＲコードを読み取って下さい。 

【お知らせ】返却期限日の確認をお願いします 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき市立図書館のホームページは、デザインが一新され機能も充実しました！ 
 

リニューアルしたいわき市立図書館ホーム 

ぺージは、もうご覧になりましたか？ 

デザインもより見やすく、便利な機能も加 

わって、図書館利用がもっと楽しく快適にな

りました。 

今回は新しくなったホームページの機能の

一部をご紹介します。 

 

◆こどものページ 

こどもたちだけでなく、こどもたちの読書活動を支援する方々が使い 

やすいように、必要な機能を集約しました。イラストを使って、より 

親しみやすく楽しいページになるように工夫を凝らしました。 

◆郷土資料のページ 

著作権の保護期間が過ぎた資料や著作権者の許諾を得た資料などを、 

電子化し掲載しました。貴重な郷土の資料を、自宅のパソコンでくつ 

ろぎながら閲覧することもできます。 

◆マイページ 

利用カードの番号とパスワードでログイン。利用状況のタブを選ぶと、 

貸出資料一覧や、予約資料一覧を確認でき、貸出期間の延長もできま 

す。新着資料お知らせメールサービスの登録もできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
平成２５年８月１日（木）から、返却期限日を過ぎた場合は、 
図書館サービスの一部をご利用いただけなくなります。 
 

★リクエスト・相互貸借の停止（従来通り） 

★返却が遅れた貸出資料がお手元にある場合、予約申込ができなくなります！ 

★返却期限日から６０日を超えると、貸出ができなくなります！ 

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

平成２５年７月 １日発行 

発行：いわき総合図書館 

〒970-8026 
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メールアドレスの登録は 

お済みですか！ 

携帯電話やスマートフォン

のメールアドレスを登録して、

予約の連絡先に選んでいただ

くと、外出先でも勤務先でも予

約資料貸出可の連絡を受け取

ることができます。 

外出のついでに図書館に立

ち寄って、帰宅後は読書三昧。

充実した1日になりそうです。 

図書館 

スマートフォン用 

携帯電話用 

や  び   な 

皆さまに図書館資料を円滑にご利用いただくため、 

ご理解とご協力をお願いします。 



第３回 図書館くらしのセミナー 

「知って得するブロードバンド 
インターネットでくらしをスマートに」 

 

平成25年3月8日（金）午後1時30分から、総合図書館4階・学習

室で開催しました。市の情報政策課の職員が、ブロードバンドとは何か

から始まって、使い方の注意点や市民に役立つサイトを、実際に画面を

遷移させながら紹介しました。 

終了後、図書館職員が、新しいホームページの案内を行い、図書館利

用のＰＲも行いました。参加者は熱心に耳を傾けていました。 

「フラガールと犬のチョコ 
～フラガールモアナ梨江さんを迎えて」 

 

スパリゾートハワイアンズを運営する常磐興産株式会社から、児童

書「フラガールと犬のチョコ」を寄贈していただきました。この本の

モデルとなったフラガール・モアナ梨江さんのトークイベントとミニ

フラショーが、4月20日（土）午後1時30分から、いわき産業創造

館・企画展示ホールで開催されました。 

  双葉町出身のモアナ梨江さんは「故郷 

の再生への願いと感謝の気持ち、希望を 

持つ大切さを伝えたい」と話し、約120 

人の家族連れやファンを前に華麗なフラ 

を披露しました。 

平成 25 年度「子ども読書の日」記念事業 

「あかちゃんへのおはなしかい」 
 

4月23日（火）は「子ども読書の日」。今年も総合図書

館4階・おはなしのへやで開催しました。図書館支援ボラ

ンティアと職員による、大型絵本の読み聞かせやエプロン

シアターなど、あかちゃんでも楽しめるプログラムでした。 

約20人の親子が参加し、アットホームな雰囲気のなかあ

かちゃんがおすすめの絵本と触れ合って、楽しいひと時を
過ごしていました。 

写真展「かもめの視線 
～誇りのふるさといわき」 

 

4月12日（金）から5月8日（水）まで、総合図書館5階・ソフ

ァーコーナーにて空撮家・酒井英治さんの写真展を開催しました。 

 モーターパラグライダーから撮影された写真111点を展示。館内

では『かもめの視線』のＤＶＤも開館中上映し、多くの市民の方が

足を止めて見入っていました。 

 4月14日（日）には、4階・学習室で酒井氏の講演会も開催され

ました。参加者は、展示写真の解説や撮影中のエピソード、モー 

ターパラグライダーの操縦についての話に興味深く聞き入ってい

ました。 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【レポート】３～５月の催しもの 



懐かしい貸出風景です 

（「いわき民報」平成 10 年 3 月 18 日） 

 

 

いわき総合図書館がいわき駅前「ラトブ」に開館し

て、早いもので６年目を迎えました。いわき市文化セ

ンターにあった中央図書館がラトブに移転したこと

は、ご存知の方も多いでしょう。それでは、文化セン

ターの前はどこにあったかご存知ですか？答えられ

た方はかなりの“図書館通”です！（この答えは次の

機会にご紹介します） 
インターネットの普及などで、図書館は今、目まぐ

るしく変化しています。そんなときこそ、ちょっと立

ち止まってみるのもいいのかもしれない。そんな想い

から「市立図書館 いまむかし」を始めてみました。
第１回目は「図書館情報システムの歴史」についてで

す。 
 図書館で本を探すとき、読みたい本の書名や著者名

を入力すれば、一瞬で市内の図書館の蔵書を検索でき

る検索機。自分で貸し出しできる自動貸出機。65万冊
収蔵可能な自動出納書庫。こういった便利な機能は、

すべて図書館情報システムが管理しています。 
いわき市立図書館で図書館情報システムが導入さ

れたのは、平成 11（1999）年 10月 26日のこと。い
わき総合図書館の前身である中央図書館のときです。

それまでは、手書きのカード目録で本を検索し、貸

出・返却もすべて職員が手作業で行っていました。で

すから貸出票が見つからない、なんてこともしばしば。

返却日もスタンプで 1冊１冊手押しでしたから、図書
館情報システムの導入は市立図書館の歴史に残る大

きな変化だったのです。 
 
 
 
 
「本の声を聴け 

ブックディレクター幅允孝の仕事」 
        高瀬 毅∥著 文藝春秋 2013.1 

 

ブックディレクターとして“本棚の編集”をする

幅允孝（はば よしたか）さんは、カフェ、空港や

美術館のショップ、ホテル、病院など本とは縁がな

いような場所にも本を並べます。彼が手がけた本棚

は本の魅力を引き出し、人と本を結びつけるのです。

本に携わる方、本好きの方におすすめの１冊です。 

 
 

 
 
今ではインターネットが使えれば、好きなときに好

きな場所で図書館とつながることができます。ひと昔

前の、人の手が利用者と本をつないでいた時代に比べ

れば、図書館がより身近になった方も多いのではない

でしょうか。図書館では、もっと多くの方と本や情報

をつなぐことができるようなサービスを提供してい

きたいと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「がんばっぺ！アクアマリンふくしま 
東日本大震災から立ちなおった水族館」 

        中村庸夫∥著 フレーベル館 2012.2 

 

アクアマリンふくしまが東日本大震災の被害

から立ち直り、再オープンするまでを、海洋写真

家の中村庸夫（なかむら つねお）さんが綴った

ドキュメンタリー。地震後の水族館では何が起き

ていたのか？報道では伝えられなかった生き物

たち、飼育員たちの感動の物語です。 

【コラム】市立図書館 いまむかし 《第 1 回 図書館情報システムの歴史》 

【おすすめの本】 

一 般 書 

ＦＭいわき「本のある生活」では、図書館職員がおすすめの本を紹介しています。

放送は、毎週土曜日 午前 9 時 32 分頃からです。ぜひお聞き下さい！ 
FM いわき 76.2MHz 

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～  

 
● ６月 １日(土） 子ども向け  「とうきちとむじな」「平家物語」 （35 分) 

● ６月１５日(土） 一般向け   「じゃじゃ馬馴らし」         （66 分） 

● ７月 ６日(土） 子ども向け 「がんばれ五色桜」「徒然草」  （40 分） 

● ７月２０日（土） 一般向け   「プロフェッショナル仕事の流儀 再生医療 岡野光夫の仕事」 （47 分） 

     
いわき総合図書館 

         展示棚のテーマ 

 

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）  

６月 ８日（土）  午前１１時～ 

６月２３日（日）     〃 

７月１３日(土）     〃 

７月２８日（日）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

６月 ８日（土）  午後２時３０分～  

７月はおやすみです 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）  

６月１５日（土）  午前１０時３０時～ 

７月２０日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室）  

６月 ９日（日）  午前１０時３０分～ 

７月はおやすみです 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室）  

６月 ８日（土）  午前１０時３０分～ 

７月１３日（土）     〃 

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）  

６月 ８日（土）  午前１１時～ 

７月１３日（土）     〃 

※都合により日程が変更になる場合もあります。 

 

夏休み子ども映画会 

        ○事前申込不要・入場無料 

●７月２２日（月） 

内郷公民館 午前１０時～１１時３０分 

植田公民館 午後 ２時～ ３時３０分 

●７月２３日（火） 

四倉公民館  午前１０時～１１時３０分 

●７月２４日（水） 

小名浜公民館 午前１０時～１１時３０分 

常磐公民館  午後 ２時 ～ ３時３０分 

●８月５日（月） 

いわき産業創造館（ラトブ６階） 企画展示ホール 

・1 回目 午前１０時３０分～１２時 （開場午前１０時） 

・２回目 午後 １時３０分 ～ ３時 （開場午後 1 時） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉  

６月 ・「７・８月の絵本」 「この本よんだ？」 

７月 ・「宇野亜喜良の絵本」 

    ・「教科書に載った本 ４年生」 

 

４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

６月 ・「ジューンブライド」 

７月 ・「寺山修司」 

 

５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

６月 ・「結婚」 

７月 ・「虫愛ずる季節の本」 
 

【図書館行事予定】 ６・７月 

企画展示 
「図書探訪 いわきの文学者－詩人編－」 
■６月７日（金）～９月２９日（日） 

■いわき総合図書館 ５階企画展示コーナー 

本市出身の１０名の作家と作品を、作家紹介パネル 

と図書館の蔵書で紹介します。いわきの文学風土の理 

解と、郷土愛の意識を深めてもらうことを目的に開催 

いたします。 

 

 

平成２５年度前期常設展示 
片寄平蔵生誕２００年記念事業 

「燃える石・燃える平蔵 いわきの炭鉱展」  
 

■４月1日（月）～９月２３日（月） 

■いわき総合図書館 ５階地域資料展示コーナー 

石炭業は、江戸時代末期・安政4年（１８５７）の採

掘から、昭和 60年（１９８５）の常磐炭砿中郷砿の閉

山まで、約１３０年間にわたり地域産業の中核でした。 

本展では会社の概要や営業報告書、更には常磐炭田開祖 

の「片寄平蔵」関連資料や砿夫取立面状などを展示。い

わきの炭鉱の盛衰の一端をご覧ください。 

 


