
 

【お知らせ】特別整理期間のため休館します 

 

【お知らせ】耐震補強工事のため、勿来図書館は臨時休館します 

 

 

いわき市立図書館は、現在約７２万冊を所蔵しています。 

蔵書点検では、図書館の資料が正しい場所にあるか、不明

の本はないか、１点１点手作業で確認します。 
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図書館 

勿来図書館をご利用の皆様へ 

●図書の返却は、植田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、ブックポストに入らない資料の返却は、月～金（祝日を除く）の 

午前 10時から午後 5時まで植田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。 

●休館前に受取先を勿来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、植田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。 

●勿来図書館の電話は、工事期間中はつながりません。 

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。 

 

植田公民館の耐震補強工事のため、勿来図書館は右の

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します。 

なお、休館中は、勿来図書館を予約資料の受取先に指

定することもできませんので、ご了承ください。 

勿来図書館の休館期間 

５月７日（木）～９月３０日（水） 

いわき市立図書館は、蔵書点検・館内整理のため、それぞれ次の日程で

休館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

各図書館の休館日程 

◆ 四倉図書館    ５月１８日（月）～５月２３日（土） 
◆ 内郷図書館    ５月２５日（月）～５月３０日（土） 
◆ 常磐図書館    ６月 １日（月）～６月 ６日（土） 
◆ いわき総合図書館 ６月１２日（金）～６月２３日（火） 

※小名浜図書館および勿来図書館につきましては、耐震補強工事による休館

中に蔵書点検を実施します。【休館期間】小名浜図書館（～6/30）、勿来図

書館（～9/30） 
 

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。 

とは？ 
蔵書点検 



 

ふくしまデスティネーションキャンペーン応援特別上映会 

「映像で見る歴史のまちなか」 

  ４月１１日（土）、１２日（日）の午後２時から、いわき総合図書館・会議

室で開催しました。ふくしまデスティネーションキャンペーン応援プロジェ

クト「期間限定 磐城平城本丸跡地無料開園」に合わせ、DVD『映像で綴

る平・1956』、『映像で見る大正時代 

の四倉』の２本を上映しました。 

定員を超え、立ち見が出るほどの 

盛況で、２日間で合計７８名の方が 

参加。上映中、「懐かしい！」という 

声が、たくさん聞こえました。 

 

  

 

 

平城・さくらまつり関連企画 

「いわきのお殿さまパネル展」 

４月１１日（土）、１２日（日）の２日間、ラトブ２階で

パネル展示を行いました。 

「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（木）午前１１時から、いわき総合図書館・よみきかせひろば 

で開催しました。 

４月２３日の「子ども読書の日」を記念し、図書館では毎年「あかちゃん 

へのおはなしかい」を開催しています。 

絵本の読み聞かせや手あそび、エプロ 

ンシアターなど、２５組５０名の参加者 

が楽しいひとときを過ごしました。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき市書店協同組合 様 

 

 

 

・家庭画報  ・芸術新潮 

・サイクルスポーツ 

・サンデー毎日  ・週刊朝日 

・SUMAI no SEKKEI（住まいの設計） 

いわき民主音楽協会 様 ・潮  

いわきヤクルト販売(株) 様 ・健康 

(有)トーカイ文具 様 ・子供の科学  ・オレンジページ 

長橋病院 様 ・日経 PC21  ・讀賣新聞 

ひめゆり総業(株) 様 ・財界ふくしま ・暮らしの手帖 

・NHK すてきにハンドメイド 

・NHK きょうの料理 ・NHK 趣味の園芸 

・サライ  ・旅の手帖 

・ダ・ヴィンチ  ・歴史読本 

・ひよこクラブ ・SCREEN（スクリーン） 

・SUMAI no SEKKEI（住まいの設計） 

堀江工業(株) 様 ・文学界  ・財界ふくしま 

・ジュリスト ・nonno（ノンノ） 

松村総合病院 様 ・壮快 

ヤマニ書房外商部 様 ・たくさんのふしぎ 

・こどものとも（年中向き） 

【お知らせ】雑誌・新聞の寄贈 いつもありがとうございます！ 

 

【レポート】 ４～５月の催し物 

いわき市立図書館では、図書館運営に

賛同を頂いている団体から、雑誌、新聞

の通年寄贈をいただいています。 

長年にわたり寄贈いただいており、金

額にすると、合計で年間約 39 万円にも

なります。厚く御礼申し上げます。また、

個人で寄贈いただいている方もいらっ

しゃいます。 

※団体名は 50 音順 

ございます！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 時 20 分頃からです。ぜひお聞き下さい！ FM いわき 76.2MHz 

「あした あさって しあさって」 
もりやまみやこ∥作 はたこうしろう∥絵 小峰書店 2014.10 

 

くまの子のお父さんは、遠くのまちで仕事をして

います。そのため、くまの子はお父さんと離れて暮

らしているのです。お父さんが帰ってくるのは「し

あさって」。くまの子は考えます。「しあさってっ

て、いつ？」 

「しあさって」を待ち遠しく思う気持ちが、あふ

れるほど伝わってくる本です。 

「よくわかる LED・発光ダイオードのしくみ」 
伊藤 尚未∥著 誠文堂新光社 2015.1 

 

 ノーベル物理学賞の受賞で有名になった青色発

光ダイオード。この発光ダイオードと LEDは同じ光

を発する電子部品です。LED とはどんなものか、ど

こに使われ、どうやって光るのかなど基本的なこと

から、青色発光ダイオードについてもわかりやすく

解説しています。LED を使った簡単な工作も紹介し

ているので、自由研究にもピッタリです。 

児 童 書 

 

【お知らせ】 『この本よんだ？』第２３号を発行しました 

「常磐線中心主義 ジョーバンセントリズム」 
五十嵐 泰正・開沼 博∥責任編集 河出書房新社 2015.3 

 

 責任編集者のひとりである開沼博さんは、いわき

市出身です。東日本大震災後に出版した『「フクシ

マ」論』でも知られる、新進気鋭の社会学者です。 

 常磐線の上野、柏、水戸、泉、内郷、富岡の 6つ

の町にスポットを当て、歴史や近況などをレポート

しながら、日本近代の栄光と爪痕、現代が向き合う

べき諸問題を映し出しています。 

「ニッポン旅みやげ」 
     池内 紀∥著 青土社 2015.4 

 

著者の池内紀さんは、ドイツ文学者でエッセイス

トです。本書では、池内さんが日本全国を旅して見

つけてきた 40 の町の“おみやげ話”を紹介してい

ます。 
福島県柳津町・虚空蔵さまの「大黒さま恵比寿さ

ま」のところでは、「これだけみごとな福の神さま

に対面すると、信心のお返しがあるような気がして

くる」と紹介されています。この本を片手に、旅に

出てみてはいかがでしょう？ 

【おすすめの本】 

いわき市立図書館では、1992 年から毎年『この本よんだ？』を発行

しています。その年に出版された子ども向けの本のなかから、職員が選

んだ 30冊を紹介した冊子です。 

4 月 23 日の「子ども読書の日」を記念し、毎年市内の幼稚園・保育

所・小中学校に配布しています。市内各図書館のカウンターでも配布し

ていますので、興味のある方はお持ちください。 

選ばれた本は、いわき総合図書館・子どもフロアの『この本よんだ？』

コーナーで展示しています。この機会に、図書館おすすめの児童書を読

んでみてはいかがですか？ 

▲子どもフロアのテーマ展示コーナー

では、「この本よんだ？23 に選んだ

本」を展示しています。 



 

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 ９日（土）  午前１１時～ 

５月２３日（土）    〃 

６月１３日（土）    〃 

６月２７日（土）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

５・６月はお休みです。  

●勿来図書館（植田公民館２階和室）  

５・６月はお休みです。 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

   ５月 ９日（土）  午前１０時３０分から 

６月１３日（土）     〃 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

５月 ９日（土）  午前１０時３０分～ 

６月１３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）  

   ５月 ９日（土）  午前１１時～ 

   ６月１３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～ 

●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」 (伊坂 幸太郎∥原作)           （68 分） 

●６月６日(土） 子ども向け 
「おじゃる丸スペシャル 銀河がマロを呼んでいる」 

                              （54 分） 

●６月２７日（土） 一般向け 

「三十九夜」 （アルフレッド ヒッチコック∥監督）   （83 分） 

 

平成２６年度後期 常設展示 

「東日本大震災浜通りの記録と記憶  

アーカイブ写真展」 

いわき総合図書館 

             展示棚のテーマ 

子どもフロア 展示 

「太平洋の国々を知ろう！」 

 
 

「特別おはなし会」 を開催します！ 

内郷商工会女性部と「うちごう活き活き！」実行委員会は、「徳ひめちゃまプロジェクト」 

として、子どもたちに大型絵本『徳ひめちゃまとまほうの髪かざり』の読み聞かせを行って 

います。申込みは不要、入場は無料です！ 

 

■と き   ５月１７日（日） 午前１１時～１２時  

■ところ   いわき総合図書館 ４階 おはなしのへや 

■対 象  幼児から小学校低学年と保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

５月 

・「この本よんだ？23に選んだ本」（左の展示棚） 

・「科学実験・科学あそび」（右の展示棚） 

  ６月 

・「なつのえほん」（左の展示棚） 

・「宇宙」（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〉 

５月 ・「植物を育てる！」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

５月 ・「植物のヒミツ 植物のチカラ」 

【図書館行事案内】 ５・６月 

 

内郷商工会 徳ひめちゃま ■読み手 「うちごう活き活き！」実行委員会のみなさん 

いわき明星大学復興事業セン

ターとの共催で、震災関連の写真

や資料を展示し、震災の記録と記

憶を振り返ります。好評につき、

展示期間を延長しました！ 

■と き  平成２６年１２月５日（金） 

～平成２７年６月１０日（水） 

■ところ  いわき総合図書館 ５階 地域資料展示コーナー 

 

５月２２日、２３日にいわき市

で開催される「太平洋・島サミッ

ト 2015」に合わせて、関連する

児童書を展示しています！ 

貸出もできますので、ぜひご覧

下さい。 

■と き  ５月１日（金）～６月１１日（木） 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 児童新刊コーナー裏面 
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