
 

【News】国立国会図書館より御礼状を頂きました！ 

 

【お知らせ】耐震補強工事のため、小名浜図書館は臨時休館いたします 
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図書館 

いわき総合図書館は、国立国会図書館が運営する

「レファレンス協同データベース事業」に参加してい

ます。受付したレファレンス（質問回答サービス）は、

「レファレンス協同データベース」に登録し、Ｗｅｂ

上で公開しています。 

この度、いわき総合図書館で登録しているデータの

平成 26年 年間アクセス数が 102,326件、累積データ

提供点数が 1,267 点、年間データ提供点数 469 点とな

り、3 年連続で国立国会図書館より礼状を頂きまし

た！ 県内では、当館だけが該当となりました。 

これからも「みんなの役に立つ図書館」を目指し、

レファレンスサービスの充実を図ってまいります。 

調べ物でお困りの際は、お気軽に相談カウンターへお

越し下さい。 

小名浜図書館をご利用の皆様へ 

●図書の返却は、小名浜公民館入り口に設置してあるブックポストをご利用くださ 

い。なお、他の市立図書館の窓口やブックポストもご利用いただけます。 

●ＣＤ、ＤＶＤ、大型絵本など、ブックポストに入れられない資料の返却は、月～金（祝日を除く）の 

午前 10時から午後 5時まで小名浜公民館内で受け付けます。なお、他の市立図書館の窓口もご利用い 

ただけます。 

●休館前に受取先を小名浜図書館にして予約した資料が、休館中に貸出可能となった場合は、連絡を差し 

上げます。月～金（祝日を除く）の午前 10時から午後 5時まで、小名浜公民館内で受け取ることがで 

きます。なお、指定の日時に受け取れない場合は、図書館の窓口でご相談ください。 

●小名浜図書館の電話は、工事が終わるまでつながりません。 

業務内容についてのお問い合わせは、いわき総合図書館（TEL２２-５５５２）までお願いします。 

 

小名浜公民館の耐震補強工事のため、小名浜図書館は

右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。 

なお、休館中は、小名浜図書館を予約資料の受取先に

指定することができませんので、ご了承ください。 

小名浜図書館の休館期間 

４月１日（水）～６月３０日（火） 



 

石川弘子さん（久之浜在住）講演会 

「わたしが撮った 3.11 -久之浜の記憶-」 

  ２月１４日（土）午後１時から、いわき総合図書館 会議室で

開催しました。いわき地域復興センター主催。講師の石川弘

子さんは久之浜在住で、被災直後から現在まで久之浜地区の

撮影を続けています。その写 

真を見ながら、現場の様子や 

撮影当時の思いをお話しいた 

だきました。３４名が参加し、 

大盛況のうちに終了しました。 

「いわき太平洋・島サミット 2015 

開催記念巡回パネル展」 

２月７日（土）～１９日（木）まで、いわき総合図書館４階ソフ

ァーコーナーで開催しました。今年５月に開催される「いわき太

平洋・島サミット２０１５」の参 

加国の紹介などのパネルを 

展示しました。クロスワードク 

イズの応募もあり、親子連れ 

などが楽しみながらサミット参 

加国について学んでいました。 

第３回 図書館くらしのセミナー 

「食品の安全と放射線量」 

２月２８日（土）午後１時３０分から、いわき総合図書館 学習

室で開催しました。いわき市放射線量低減アドバイザーの星

蔦雄さんを講師に、放射能と放射線の基礎的なことから、いわ

き市の放射線量の状況などを 

説明していただきました。３０代 

から８０代までの２７名が参加。 

実験を交えての講義はわかり 

やすく、熱心にメモを取って聴 

いている参加者もいました。 

 

「ふるさとだより展」 

３月３日（火）～２５日（水）まで、いわき総合図書館５階ソフ

ァーコーナーで開催しました。 

市内の被災した地区の現状や、復興に向けた取り組みなど

を伝えるために、いわき市が毎月発行している「ふるさとだよ

り」。誌面では掲載しきれな 

かった写真や、各地区の記 

事などをピックアップして展示 

しました。多くの来場者が足 

を止め、被災地区の現在に 

目を向けていました。 

 

【News】俳優 中村敦夫さんから著書を寄贈いただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】いわき市出身の作家 清野かほりさんから著書を寄贈いただきました！ 

 

【レポート】 ２～３月の催し物 

いわき市立図書館に、俳優で元参議院議員の中村敦夫さんから著

書の寄贈がありました！ 

中村さんは幼少期をいわき市（旧平市）で過ごし、福島県立磐城

高校へ入学します。その後、都立新宿高校へ転校するまでの間をい

わき市で過ごされました。 

そんなご縁から、ご自身の著書を直筆のメッセージとともに、い

わき市立図書館へ寄贈していただきました。 中村さんの著書は、

いわき市立図書館でご覧いただけます。この機会にぜひご覧くださ

い！ 

１月２７日、勿来図書館で、作家 清野かほりさんからご自身の著

書『ＩＤ（アイディー）』（牧野出版）を寄贈いただきました。 

清野さんはいわき市出身で、上京しコピーライターとして広告制作

会社に勤務後、フリーランス・コピーライターとなります。 2003 年、

『石鹸オペラ』で第９回小説新潮長篇新人賞を受賞し、昨年８月に最

新作『ＩＤ（アイディー）』が出版されました。 

清野さんの著書はいわき市立図書館で所蔵しておりますので、この

機会にぜひご覧ください！ 



 

 

東日本大震災から 4 年。あの日、市内の図書館は、

立っていられないほどの激しい揺れに襲われました。 
平成 23（2011）年 3 月 11 日。金曜日の午後の図書

館内には利用者がおり、読書や勉強など、いつもと変

わらない時間が流れていました。午後 2 時 46 分、突

然大きく揺れ出し、平日の午後の穏やかな風景は一変

します。フロアには書架から飛び出した本が散乱し、

天井からは照明が落下、剥き出しになったコードから

は火花が散っていました。 
幸い、図書館利用者に怪我はなく、大きな混乱もな

く館外に全員避難することができました。この時の模

様は、インターネットの動画サイトに投稿され、現在

でも見ることができます。 
地震発生後、図書館職員は避難所や安否確認窓口な

どの災害関係支援業務を優先しながら、落下した図書

の整理や、破損資料の修理などを行いました。照明が

なく暗いなかでの作業でしたが、ボランティアなどの

協力もあり復旧作業を進めることができました。 
しかし、4 月 11 日夕方に発生した震度 6 弱の余震

で、書架に戻した本がすべて落下してしまいます。翌

12 日にも大きな余震があり、3 度目の落下。1 日も早

い開館に向けて、復旧作業を進めていた矢先の出来事

でした。その後も続く余震のなか、職員は懸命に復旧

作業を進めました。 
平成 23 年 5 月 2 日、いわき市北部を巡回する移動 

図書館いわき号が運行を再開しました。同じく 5 月 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
日には、いわき市南部を巡回する移動図書館しおかぜ

も運行を再開しました。 
5 月 23 日、市内の図書館でも比較的被害が少なか

った勿来、内郷、四倉図書館が、5 月 30 日には照明、

空調の復旧工事が完了したいわき総合図書館が再開

しました。 
書架の転倒に加え、窓ガラスが破損するなど被害が

大きかった小名浜、常磐図書館は 6月 20日に再開し、

これで市内全ての図書館が再開しました。 
震災後は、仮設住宅への移動図書館巡回ステーショ

ンの増設、避難者等への利用者登録の拡大、防災など

をテーマにした講演会の開催、震災記録の展示など、

震災の経験をもとに新たな図書館サービスを展開し

ています。 
また、震災資料の収集・保存の必要から平成 24

（2012）年 6 月には、いわき総合図書館いわき資料フ

ロアに「東日本大震災いわき市復興ライブラリー」を

開設し、震災、原発事故に関する情報を発信していま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【コラム】市立図書館 いまむかし 《第９回 東日本大震災といわき市立図書館》 

左・下）3 月 11

日直後のいわ

き 総 合 図 書

館。本はすべ

て落下し、書

架 の 一部 は

転倒、照明も

ほとんどが落

下した。 

（「福島民報」平成 23 年 6 月 2 日） 

右）東日本大震

災いわき市復興

ライブラリー 



 

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） 

４月１１日（土）  午前１１時～ 

４月２５日（土）    〃 

５月 ９日（土）    〃 

５月２３日（土）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

６月までお休みです。  

●勿来図書館（植田公民館２階和室）  

４月１８日（土）  午前１０時３０時～ 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

   ４月はお休みです。 

   ５月 ９日（土）  午前１０時３０分から 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

４月１１日（土）  午前１０時３０分～ 

５月 ９日（土）     〃 

●四倉図書館（午前 チャイルドハウスふくまる） 

（午後 四倉公民館１階和室）  

   ４月１１日（土）  午前１１時～ 

              午後 １時３０分～ 

   ５月 ９日（土）  午前１１時～ 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

視聴覚資料上映会 

いわき総合図書館（４階・会議室） 

午後２時～ 

●４月４日(土） 子ども向け 

「世界めいさく童話 ピノキオ／みにくいアヒルの子／ 

 赤い靴」                       （36 分） 

●４月１８日(土） 一般向け 

 「プロフェッショナル 仕事の流儀 

中学英語教師 田尻悟郎の仕事」    （43 分） 

●５月２日(土） 子ども向け 
「日本むかし話 うらしまたろう／わらしべ長者／ 

おむすびころりん」                （36 分） 

●５月１６日（土） 一般向け 

「ポテチ」                       （68 分） 

 

企画展示 

「図書探訪 いわきの文学者 短歌・俳句編」 

いわき総合図書館 

             展示棚のテーマ 

特別上映会 「映像で見る歴史のまちなか」 
 

■と き  ４月１１日（土） 午後２時～ 

４月１２日（日） 午後２時～ 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 会議室 

■上映作品 

①「映像で綴る平・1956」 （24 分） 

②「映像で見る大正時代の四倉」 （20 分） 

 
 

平成２７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日は「子ども読書の日」です。 

これを記念して「あかちゃんへのおはなしかい」を開催 

します。みなさんのご参加をお待ちしています！  

■と き  ４月２３日（木） 午前１１時～１１時２０分 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 よみきかせひろば 

■対 象 １歳（24 ヶ月未満）までの赤ちゃんと保護者 

（申込み不要・無料） 

 

 

「図書探訪 いわきの文学者 短歌・俳句編」では、本市に 

ゆかりのある歌人３名（天田愚庵、高久晩霞、草野比佐男）・ 

俳人２名（大須賀乙字、渡辺何鳴）とその作品を紹介します。 

関連図書資料も展示しておりますので、ぜひご覧ください。 

 

■と き  ２月２４（火）～５月２４日（日） 

■ところ  いわき総合図書館 ５階 企画展示コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

４月 

・「にほん・せかいのむかしばなし」（左の展示棚） 

・「科学実験・科学あそび」（右の展示棚） 

  ５月 

・「この本よんだ？」（左の展示棚） 

・「科学実験・科学あそび」（右の展示棚） 

●４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

４月 ・「新生活に役立つ本」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

４月 ・「図書館はおもしろい！」 

【図書館行事案内】 ４・５月 
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