
 

【News】移動図書館「いわき号」がリニューアルしました！ 

 

ご存知ですか？ 移動図書館 豆知識 
 

【お知らせ】今年も図書館はイベントが盛りだくさん！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

第 27 号 

平成２６年１月２０日発行 
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図書館 

  第３回 図書館くらしのセミナー 

■と き   ２月１５日（土） 午後３時から午後５時 

■ところ   いわき総合図書館 学習室 

■講 師  久野 雅己 氏 

（久野システムエンジニアリング代表） 

■定 員   ５０名（要申込・先着順） 

平
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知りたい！Facebook Twitter 
 ～はじめてのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）講座～ 

15 メートルのバースを描こう！ 
 

村上康成さんワークショップ 

実物大のクジラ 

■と き  ２月２３日（日） 

午後１時から 

午後４時３０分 

■ところ  常磐公民館 展示室 

■内 容  村上康成さんによる読み聞かせ 

くじらを描くワークショップ 

■定 員  親子３０組（要申込・先着順） 

昭和 50年頃 

の貸出風景 

どちらも定員となりました！ 

←新しい移動図書館

は「かもまる」が目印

です！ 

その１ 移動図書館は昭和 43 年から運行しています。 

今回の車両が 6 台目となります。 

その２ いわき市立図書館の移動図書館は、いわき北部を巡回する 

「いわき号」と、いわき南部を巡回する「しおかぜ」の２台 

があります。 

その３ 貸出冊数は１人 30 冊、貸出期間は約１か月間です。 

その４ 総合図書館などでお使いの図書館利用カードで、ご利用いた 

だけます。 

その５ 移動図書館は通称「BM（ビーエム）」と呼ばれています。 

（Book Mobile ブックモービルの略） 

その６ 遠いところでは、川前町小白井まで巡回しています。 

 

いわき市北部を巡回している移動図書館「いわき号」の耐用

年数が経過し、車両の老朽化も著しいことから、この度、新し

い車両に更新しました。デザインも一新し、約 3000 冊の図書

を載せて、市内を運行しています。お近くを巡回の際は、ぜひ

ご利用ください。 

詳しい利用方法や、巡回コースと日程は、館内で配布してい

る「巡回日程表」か、ホームページでご確認ください。 



 

「データベースってなに？ ～データベースミニ講座」 

１１月７日（木）午後３時から、いわき総合図書館の商用データ

ベースコーナーで開催しました。楠哲二さん（紀伊國屋書店）を講

師に、４回コースで１６名が参加。新聞記事検索などデータベース

の便利さを体験した参加者は、「また利用したい」と話していまし

た。 

企画展「絵図でみる小川江筋」記念行事 

「いわきの昔語り 紙しばい」 
１１月２日（土）午前１１時から、いわき総合図書館のよみきかせひろば

で開催しました。三室千鶴子さん（内郷まちづくり市民会議交流委員長・

ヤマの案内人）、佐藤明子さん（ホテル住之江女将）と小山いずみさん

（遊々亭女将）、図書館職員による紙芝居の読み聞かせを行いました。 

会場に集まった５０名以上の参加者は、片寄平蔵やいわき湯本温泉、

澤村勘兵衛など地元に伝わる昔話を楽しんでいました。 

「絵本をつくろう！」 

１０月２５日（金）、１１月１日（金）午前１０時３０分から、いわき総

合図書館の工作アトリエで開催しました。色画用紙などを使い、オリ

ジナルの絵本づくりに挑戦しました。和気あいあいとした雰囲気のな

か、８名の参加者は世界にひとつだけの絵本を完成させ、後日開催

した「第２８回 手づくり絵本展」に出品しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

【レポート】１０月～１２月の催し物 

【レポート】読書週間の催しが終了しました 

企画展「絵図でみる小川江筋」記念講演会 

「澤村勘兵衛とぢゃんがら」 

１１月３日（日）午後１時３０分から、いわき総合図書館の学習室

で開催しました。夏井芳徳さん（いわき地域学會副代表幹事）を講

師に、ぢゃんがらの歴史や、澤村勘兵衛とぢゃんがらとの関係につ

いて講演いただきました。６７名の方が参加。質問も飛び出すな

ど、参加者は熱心に耳を傾けていました。 

第２回 図書館くらしのセミナー 

「悪質商法から身を守る！ 消費者問題防止講座」 

１１月２８日（木）午後１時３０分から、いわき総合図書館の

学習室で開催しました。(社)全国消費 

生活相談員協会の根本弓月さんを 

講師に、悪質商法の防止策などに 

ついて講義しました。１８名が参加。 

「冬休みこども映画会」 

１２月２４日（火）～２６日（木）、1 月６日（月）、市内の各図書

館で恒例の「冬休みこども映画会」 

を開催しました。各会場とも大勢の 

ちびっ子が来場し、「とっとこハム太 

郎のとっとこ大事だ!!防災訓練」など 

のアニメ映画を楽しんでいました。 

「第 28 回 手づくり絵本展」 

１２月１０日（火）～１５日（日）まで、いわき総合図書館の学

習室で開催しました。幼児から大人まで、 

幅広い年齢層による様々なアイディア 

溢れる作品 178 点が展示されました。 

たくさんの方が来場し、お気に入りの 

1 冊を見つけていました。 

たくさんの方のご参加、ありがとうございました！ 

「吉野せい賞作品募集ポスター展」 

 １２月１４日（土）～１月９日（木）まで、いわき総合図書館４階

テラス前で開催しました。中学生や 

高校生を対象に募集した「吉野せ 

い賞 作品応募募集ポスター」に 

寄せられた全作品を展示しました。 



掻槌小路へ移転した頃の私立平陽実科女学校。 

図書館は、昭和43年7月～同50年3月まで使用していた。 

（大正 13（1924）年発行） 

私立平陽実科女学校の跡地

は、現在駐車場になってい

る。（平成 26 年 1 月撮影） 

 

 

前回は、「平公民館図書部」が「いわき市立平図書

館」へ名称変更し、昭和 43（1968）年 7 月に平掻槌

小路の私立平陽女学校跡へ移転したところまでご紹

介しました。 

ところで、移転先となった私立平陽女学校とはどの

ような学校だったのでしょうか？『絵はがきの中の

「いわき」』（いわき総合図書館∥編，いわき未来づく

りセンター∥発行，2009）に、詳しく紹介されていま

す。 

本書によると、明治 38（1905）年 3 月、私立女子

裁縫学校として平町字田町に設立され、明治 39（1906）
年 4 月、私立平陽裁縫女学校と改称。その後、生徒数

の増加で校舎が手狭となったことなどから、大正 13
（1924）年 3 月、私立平陽実科女学校へ改称されたの

を機に、平図書館の移転先となる常磐線稲荷山トンネ

ル北東側（掻槌小路 20 番地）に移転改築したそうで

す。昭和 3（1928）年 4 月には、文部大臣の認可を受

け私立平陽女学校と改称しますが、昭和 20（1945）
年 7 月、県立平女子商業学校（現 県立平商業高等学

校）に転用する際に廃校となりました。 

平女子商業学校は昭和 22（1947）年 6 月まで使用

し、その後は、県立平盲ろう学校や、国立平工業高等

専門学校（現 福島高専）などが使用していました。

また、平公民館・図書館が移転する直前には、火災で

校舎が焼失した市立平第二中学校が、仮校舎として使 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用していました。 

図書館は 1階で業務を開始し、うち 2部屋を書庫に、

閲覧室は 100 ㎡あり約 60 人収容することが可能とな

りました。これは移転前の 1.5 倍の広さです。 

昭和 46（1971）年 7 月には、金曜日と土曜日の開

館時間の延長を行い（金曜は午後 4 時から午後 7 時、

土曜は正午から午後 5 時閉館へ）、サービスの拡充を

図ります。 

同じ頃、公民館利用を促進する動きもあり、平公民

館ではサークル活動が急増しました。その結果、施設

が手狭になり、市民が思うように利用できない状況と

なります。また、当時すでに築 50 年近く経っていた

建物だったため、暖房設備や防火設備の不備なども問

題視され、早期の中央公民館建設を求める声が日に日

に高まっていきました。 

そんな折、『いわき民報』（昭和 46年 7月 23日付け）

のトップ記事で「48 年度に着工 こんどは中央公民館 

図書館も併設の意向」と報じられます。中央公民館建

設が具体的に発表となったのはこれが初めてでした。

その後計画が進み、「文化センター」は昭和 50（1975）
年 5 月 2 日にオープンとなります。建設用地確保の問

題や、いわき市合併による財政悪化など、いわきの過

渡期にあったことが図書館の移転問題を複雑にし、そ

の結果、平掻槌小路への“暫定移転”から、文化セン

ター移転まで７年を要したのです。 

【コラム】市立図書館 いまむかし 《第４回 掻
さい

槌
づち

小路
こ う じ

の市立平図書館》 

（「いわき民報」昭和 50年 3月 19日） 



 

     
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） 

１月１１日（土）  午前１１時～ 

２月 ８日（土）     〃 

２月２２日（土）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

１月１１日（土）  午後２時３０分～  

２月 ８日（土）     〃 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）  

１月１８日（土）  午前１０時３０時～ 

２月１５日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室）  

１・２月はおやすみです 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

１月１１日（土）  午前１０時３０分～ 

２月 ８日（土）     〃 

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）  

１月１１日（土）  午前１１時～ 

２月 ８日（土）     〃 

※都合により日程が変更になる場合もあります。 

 

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～ 

●１月 ４日(土） 子ども向け 

「１４ひきのさむいふゆ」           （27 分) 

●１月１８日(土） 一般向け 

 「こねこ」                    （84 分） 

●２月 １日(土） 子ども向け 
「物語フランダースの犬」          （35 分） 

●２月１５日（土） 一般向け 

「野ばら」                    （89 分） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉  

１・２月 ・「季節の絵本 １・２月」 

「季節の絵本 ３・４月」 

 ・「教科書に載った本 ６年生」 

４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

１月 ・「アートを旅する本」 

２月 ・「日本語を話す本・書く本」 

 

５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

１月 ・「コンピュータを活かす本」 

２月 ・「天文学」 
 

 

【図書館行事案内】 １・２月 

 平成２５年度後期常設展示 

「いわき考古学の黎明期 -神谷作 101 号古墳を中心に-」 
戦後のいわき考古学の黎明期について、重要文化財「埴輪男子胡座像」（天冠 

埴輪）・「埴輪女子像」などが発見された神谷作 101 号古墳の発掘を中心に解説。 

今回は、（財）いわき市教育文化事業団協力のもと、重要文化財「埴輪男子胡 

座像」（天冠埴輪）・「埴輪女子像」（ともにレプリカ）を展示しています。貴重な展示 

資料から、いわき考古学と郷土の歴史に触れてみてはいかがですか？ 

 

■平成２５年１２月２１日（土）～平成２６年５月１１日（日） 

■いわき総合図書館 ５階 地域資料展示コーナー 

東日本大震災 復興応援写真展 

 
 

 

 

写真集『３・１１以前 美しい東北を永遠に残そう』（小学館 

発行）が出版されました。発行元である小学館に協力いただ

き、写真集に掲載された写真のなかから、福島、宮城県に関

連する作品を展示しています。 

 切なくも懐かしい、ふるさとの原風景をぜひご覧ください。 

■平成２５年１２月２６日（木）～平成２６年１月２９日（水） 

■いわき総合図書館 ５階 ソファーコーナー 

企画展 

「“豆本” 小さな本の世界」 

本展では、昭和４０年８月より３９年にわたって刊行された

「緑の笛豆本」の世界を紹介します。 

福島県立勿来高等学校より寄贈いただいた約 320 冊を中心

に、豆本関連資料などを展示し、豆本の魅力をご紹介します。 

 

■２月１５日（土）～ 

５月２５日（日） 

■いわき総合図書館 

５階 企画展示コーナー 
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