
２０１６ 年間貸出ベスト１０ 発表！ 

 

「かもまる」が「第２回図書館キャラクター・グランプリ」で入賞     ！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 虚ろな十字架 東野圭吾 光文社 

１ 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 

3 村上海賊の娘 上 和田 竜 新潮社 

4 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 

5 夢幻花 東野圭吾 PHP 研究所 

6 火花 又吉直樹 文藝春秋 

７ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 

8 村上海賊の娘 下 和田 竜 新潮社 

9 人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 

10 鹿の王 上 上橋菜穂子 KADOKAWA 

1 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 

2 
かいけつゾロリの 

きょうふのプレゼント 
原ゆたか ポプラ社 

3 
かいけつゾロリの 

大金もち 
原ゆたか ポプラ社 

4 
かいけつゾロリの 

じごくりょこう 
原ゆたか ポプラ社 

４ どんどこももんちゃん とよたかずひこ 童心社 

6 おやさいとんとん 真木文絵 岩崎書店 

７ 
かいけつゾロリもだ・だ・

だ・だいぼうけん！後編 
原ゆたか ポプラ社 

8 じゃあじゃあびりびり まついのりこ 偕成社 

9 
かいけつゾロリイシシ・ノ

シシ大ピンチ!! 
原ゆたか ポプラ社 

10 おふろにおいで ひろかわさえこ アリス館 
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いわき市立図書館で昨年１年間、たくさんの方に読まれた本ベスト１０の発表です！ 

読書の参考にしてみてはいかがでしょうか？ 

２０１６年、いわき市立図書館でいちばん読まれた本は、東野圭吾著の『虚ろな十字架』でした！ 

いわき市立図書館キャラクターの「かもまる」が、先日、横浜で

開催された「第 18回 図書館総合展」の「第 2回 図書館キャラクタ

ー・グランプリ」に参加しました。 

全国各地の図書館キャラクター約 130人のなか、かもまるは 

【サンメディア賞】を受賞しました！応援してくれた皆さま、 

ありがとうございました。 

これからも、いわき市立図書館の“宣伝部長”として 

がんばります！！ 

◆一般書 ベスト１０◆ ◆児童書 ベスト１０◆ 

一般書は、東野圭吾さんが 10 作中 5 作品を占めました。

『村上海賊の娘上・下』『豆の上で眠る』は昨年に引き続き

ランクイン。児童書は、「かいけつゾロリ」シリーズが大人気

のなか、赤ちゃんパック絵本の『がたんごとんがたんごと

ん』『どんどこももんちゃん』『おやさいとんとん』『じゃあじゃ

あびりびり』『おふろにおいで』が大健闘です！ 

いわき市立図書館キャラクター「かもまる」と 

サンメディアのキャラクター「ピアピア」 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-w4H5_MfRAhXHx7wKHdwwCPwQjRwIBw&url=http://freebies-db.com/free-illustration-eto-saru-friends-irasutoya.html&bvm=bv.144224172,d.dGc&psig=AFQjCNGz1G9Ah8rq2laPWE6IyokolKuntg&ust=1484701146869307
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「第３１回 手づくり絵本展」 

  １２月６日（火）～１２月１１日（日）まで、いわき総合図書

館・学習室で開催しました。幼児から大人まで、幅広い年齢

層によるアイディア溢れる 

作品２３８点が展示され、 

２３１人が来場しました。 

絵本には、読んだ方たち 

からの感想や、あたたかい 

メッセージが寄せられました。 

 

「初めての和綴じ」 

１１月９日（水）、いわき総合 

図書館・工作アトリエで開催 

しました。 

１６名の参加者は、紙に穴を 

開け、糸で綴じる、和綴じ製本 

に挑戦しました。 

 

第２回 図書館くらしのセミナー 

「認知症の予防と対応について」 

１１月２日（水）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。４２名が参加し、平地区包括支援センター 

保健師 片寄美由紀氏を 

講師に、生活の中で身近 

な問題の認知症を、体操 

や簡単なゲームを交えな 

がら学びました。 

 

 

 

「使ってみよう！データベース 

～「ジャパンナレッジ講習会」～」 

１１月４日（金）午後１時３０分から、いわき総合図書館・会議

室で開催しました。ネットアドバンスビジネスセンターの山本京

子様を講師に、５階の商用 

データベースの便利さ、 

ジャパンナレッジの楽しく 

奥深い検索方法をお話 

いただきました。１４名が 

参加し、質問も多く寄せ 

られました。 

 

 

「読み聞かせボランティア育成講座」 

  １１月１６日（水）、いわき総合図書館・学習室で開催し、 

３０名が参加しました。ＪＰＩＣ読書アドバイザーの児玉ひろ美氏

を講師に、『読み聞かせ  

はじめの一歩、また一歩 

～本の選び方と読み方の 

ポイントとコツ～』をテーマに 

学びました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レポート】 １０～１月の催し物 

 

【レポート】 読書週間の催しが終了しました！ 

「第４０回吉野せい賞 作品募集ポスター展」 

１２月１２日（土）～１月７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。 中学生、 

高校生を対象に募集した 

「吉野せい賞作品募集 

ポスター」の応募作品 

全３１点を展示しました。 

「冬休みこども映画会」 

１２月２６日（月）、２７日（火）、２８日(水)、１月４日（水）、 

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 

の親子でにぎわい、合計 

６２４名の参加となりました。 

「うさぎとカメ」「てぶくろを 

かいに」などのアニメを 

上映しました。 

「図書館文章講座」 

１０月１２日（水）から３回

連続で、いわき総合図書

館・会議室で開催しました。

いわき総合図書館の夏井

芳徳館長を講師に、２０名

が参加し、文章の書き方に

ついて学びました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『あらゆる目標を達成するすごいシート』 

佐藤 耕一∥著 日本実業出版社 2016 

 

目標を達成できない人が、どうすれば達成できるのか、

また、モチベーションを保つための「すごいシート」の作

り方が書かれています。 

 

 

 

『星野道夫』       星野 直子∥監修  平凡社 2016 

 

写真家であり探検家でもあった「星野道夫」が、様々な

生きものと人間に魅了され、撮り、語った言葉や生き方が

綴られています。道夫は、一冊の写真集から北方の自然に

憧れアラスカに向かいます。オーロラを見上げ、カリブー

を追い、エスキモーの人々やクジラを待ちました。そして、

1996年8月8日にヒグマの事故により亡くなりました。

仕事に対する真摯な思い、感受性の豊かさ、自然に対する

思いの深さが伝わってきます。  

 

 

 

『虹を待つ彼女』      逸木 裕∥著 角川書店 2016 

 

時は 2020 年。人口知能と恋愛ができる人気アプリに

携わる主人公の工藤は、自らの能力の限界に虚しさを感じ

ていました。そんな折、死者を人口知能化するプロジェク

トで、死者のモデルに選ばれた美貌のゲームクリエーター

水科晴に出会います。自作したゲームで自らを標的にして

自殺を遂げていた晴に、次第に惹かれていく工藤。やがて

晴に「雨」と呼ばれる恋人がいたことを突き止めますが…。 

 

 

 

 

『江戸のパスポート 旅の不安はどう解消されたか』 

柴田 純∥著 吉川弘文館 2016 

 

江戸時代は『往来手形』の所持で、病気や不慮の事故の

際、現地の役人を通じて家族を呼んだり、回復するまで休

むことができたそうです。 

しかし『往来手形』も藩により様々で、『手形』の発行

を受けられなかった人々も相当数いたとか。元禄～享保の

頃の旅行難民救済対策とパスポート体制の成立から終焉

まで、その光と影に迫った一冊。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『本屋さんのダイアナ』  柚木 麻子∥著 新潮社 2014 

 

漢字で『大穴』と書くおかしな名前と金髪のため、クラ

スメートから孤立していたダイアナは、小学三年生のとき

に彩子と出会います。境遇が正反対でも、読書の趣味も性

格も合う二人、友情は永遠に続くと思われましたが…。「赤

毛のアン」を思わせる、少女が大人になるまでの物語。文

中に登場する児童文学作品にも注目です。 

 

 

 

『面白くて眠れなくなる天文学』  

縣 秀彦∥著 PHP研究所 2016 

 

「流れ星を見る方法」や「土星の環は何でできている」

などわかりやすく解説された一冊です。「見られると縁起

が良い星」、カノープスの見つけ方も書かれています。カ

ノープスを観測できる北限は、福島県の相馬市だそうです。 

 

 

 

『〆切本』        左右社編集部∥編 左右社 2016 

 

志賀直哉、吉川英治、村上春樹、内田康夫といった明治

から現在にいたる書き手たち90人の締め切りにまつわる

エッセイ、手紙、日記、対談など 94篇を収録しています。

作者側からの視点だけでなく、編集者視点のエッセイも収

録されています。歴史に名を残すような文豪も、締め切り

に悩まされ、言い訳したり、ひたすら謝ったり、開き直っ

たりと千差万別のようです。 

 

 

 

 

『挫折を経て、猫は丸くなった。』 

天久聖一 ∥編 新潮社 2016 

 

さまざまな小説の「書き出し」のみ 416作品を集めた

一冊です。物語の続きを自由に読み手が考えることができ

る作品がたくさんあります。この本で、書き出し小説にチ

ャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

FMいわきで毎週土曜日、図書館職員が新しく入った本や行事の紹介などをしています。 

今回はそのなかからおすすめの本をご紹介します。 

読書の参考にしてみてはいかがでしょうか？ 



なしのへや

入 

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～ 

 

●２月４日(土） 子ども向け 
「おまえうまそうだな」 （24分） 

●２月１８日（土） 一般向け  

「雲ながるる果てに」 （100分） 

●３月４日(土） 子ども向け 
「ヨウカイとむらまつり」 （46分） 

●３月１８日（土） 一般向け  

「西部の男」  （100分） 

 

 

 

いわき総合図書館 

             展示棚のテーマ 

 

平成２８年度 第３回 図書館くらしのセミナー 

「『ストレス』とうまくつきあってみませんか？」 
  心の健康を保つために、ストレスの対策について 

学んでみませんか。       受付終了 
 

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２８日（土）  午前１１時～ 

２月１１日（土）    〃 

２月２５日（土）     〃 

３月１１日（土）    〃 

３月２５日（土）    〃 

 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

２月１１日（土）  午前１０時３０分～ 

３月１１日（土）     〃 

 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

２月１８日（土） 午前１０時３０分～ 

３月１８日（土）     〃 

 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

２月１８日（土）  午前１０時３０分～ 

３月１８日（土）     〃 

 

●四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

   ２月１１日（土）  午前１１時００分～ 

３月１１日（土）     〃 

 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

 
 

平成２８年度 後期常設展示 

「新島襄が見た『いわき』-その１-」 

 
 新島襄の記述をもとに、江戸時代末のいわき 

の様子や歴史を深く掘り下げるとともに、その 

記述を残した新島襄についても紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

１月  ・「とりの本」（左の展示棚） 

・「ふゆのえほん」（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〉 

１月 ・「冬のスポーツ」 

２月 ・「お菓子に関する本」 

 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

１月 ・「『和』のある暮らし」 

２月 ・「エジプト史」 

【図書館行事案内】 １～３月 

 

■と き  ２月８日（水） １３：３０～１５：００  

 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 学習室 

平成２８年度 企画展示記念講演会 

講演会「新島襄が見た『いわき』」 
 
 江戸時代末のいわきの状況がどのように新島襄の

目に映ったかを２回に分けて紹介します。 

受付終了 
 

 

 

 
■期 間 

平成２９年１月３１日（月） 

～同年６月６日（火） 

 

■ところ 

いわき総合図書館 ５階 

企画展示コーナー 

 

■と き  【第１回】２月９日（木）  １８：３０～２０：００ 

【第２回】２月１４日（火） １８：３０～２０：００ 

              

■ところ  いわき総合図書館 ４階 学習室 
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