
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき総合図書館 

 【図書館歳時記】 「今から 150 年前の５月」 

旧江戸幕府の家臣などによって結成された彰義隊（しょうぎたい）は、江戸城開城の後も、輪王寺宮（りん

のうじのみや）（＝北白川宮能久親王（きたしらかわのみやよしひさしんのう）1847～1895年）を擁立し、上

野の寛永寺一帯に立て籠もり、新政府軍に対抗した。しかし、慶応４（1868）年５月 15日、新政府軍

の攻撃を受け、敗退した。寛永寺を出た輪王寺宮は、５月 25日、羽田沖で旧江戸幕府の軍艦、長鯨丸（ち

ょうげいまる）に乗船、５月 26 日に出港し、５月 28 日には平潟に上陸した。そして、その日の晩は泉、

５月 29日には磐城平に宿泊し、その後、猪苗代、会津若松、米沢を経、７月 12日、白石に着く。 

輪王寺宮がいわきを訪れたのは、新政府軍が平潟に上陸し、いわきの地での戊辰戦争が始まる半月前、

今から 150年前の５月のことだった。              いわき総合図書館長 夏井芳徳 

おすすめの本紹介 

「お母さんだけが 頑張らないラクちん 片づけ 」  

小宮 真理∥著 辰巳出版 

季節も変わって、いろいろなものを片づけるこ

とが増えてきました。整理整頓して使いやすく収

納するのを手伝う、整理収納アドバイザーの著

者が、これまでの経験を基に、片づけが苦手と

いう人に向けて、「お母さん一人が頑張りすぎな 

い」収納にすること、「私（の家族）が良ければ、それで OK」な家

を作っていくことなどをテーマに、ラクに家族も居心地よくみんな

幸せになる片付け方法を紹介しています。整理・収納の基本は

もちろん、気軽に実践できるコツが満載で、身近なものから片づ

けてみたくなる 1冊です。 

「不死身の特攻兵」―軍神はなぜ上官に反抗したかー 

鴻上 尚史∥著 講談社現代新書  

「不死身の特攻兵」とは、陸軍第 1回特攻隊

のパイロットの一人、佐々木友次さんです。9回

出撃して、９回生きて帰ってきた方です。佐々

木さんは、上官の命令は絶対であった戦争中の

軍隊で、「体当たりしろ」という命令に背き、出撃 

しては、敵艦を爆撃して、死なずに帰ってくる道を選びました。 

飛行機が大好きだった青年が、なぜ、命令に背き、生還を繰

り替えしたのか？戦後 70年が過ぎ、当時の日本社会の研究が

始まっている中、今まで知らなかった、歴史の一面を知る本とし

て、一読をおすすめします。 

「エリック・カール 絵本の世界」 

  ブックグローブ社  

エリック・カールさんは、1929 年、ニュ

ーヨーク州生まれのアメリカを代表する絵

本作家です。世界中で愛されている代表作の

「はらぺこあおむし」は、誰でも知っていて、

親子で読み継がれている絵本だと思います。 

本書では、「色の魔術師」とも呼ばれるエリック・カール

さんの「コラージュ」という貼り絵の制作過程も紹介され

ています。巻末には、主要絵本作品の一覧も掲載されてお

り、初めてエリック・カールさんの絵本を手にする方にも

おすすめの 1冊です。 

「トコトン図解 気象学入門 」 

釜堀 弘隆 川村 隆一∥著 講談社  

本書は、気象学に関連する概念や現象に対し

てより具体的なイメージと興味が持てるよ

う、カラー図版を多く用いて平易な文章で解

説した入門書です。異常気象や気候変動のメ

カニズムを理解するために必要な大気海洋 

相互作用や、大気の予測可能性なども取り上げています。

著者である、気象庁気象研究所研究官の釜堀氏と九州大学

大学院教授の川村氏の両名が、「大学での教養教育や学部

教育での講義の教科書・参考書としても十分耐えられる内

容」と、自負されている 1冊です。 
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【平成 29 年度貸出冊数】 
 

市立６図書館：1,535,085 冊 
総合図書館 ： 778,609 冊 

 

いわき市立図書館の年間貸出冊数は、県内 

市町村で１位、東北の中核市でも５市中１位 

と健闘しています。 

 1人当り貸出冊数でも 4.63冊と東北の中 

核市では 5市中 1位です。全国 1位は、豊 

中市の 9.03冊ですので、さらに上位を目指 

しています。是非図書館をご利用ください。 

（出典：日本の図書館 統計と名簿 2017） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いわき資料パスファインダーを活用してみませんか？】 

いわき資料パスファインダーとは、「じゃんがら念仏踊り」、「いわきの地名由来」、 

「常磐炭田」など地域ならではのテーマを掲げて、関連する資料の紹介や探し方をまとめたものです。 

現在 19 種類を作成し、館内で配布しているほか、市立図書館のホームページで公開しています。 

今年は「戊辰戦争」（明治維新）から 150 年に当たります。既に、パスファインダー№13「いわ

きの戊辰戦争」に、関連する資料の探し方を作成しています。 

地元の歴史を調べる際などに、役立ててみてはいかがでしょうか。 

 

知っていますか？便利な図書館機能 

1 祈りの幕が下りる時 東野圭吾∥著 講談社  1 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 河出書房新社 

2 人魚の眠る家 東野圭吾∥著 幻冬舎  2 かがみの孤城 辻村深月∥著 ポプラ社 

3 危険なビーナス 東野圭吾∥著 講談社  3 魔力の胎動 東野圭吾∥著 KADOKAWA 

4 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子∥著 小学館  4 マスカレード・ナイト 東野圭吾∥著 集英社 

5 虚ろな十字架 東野圭吾∥著 光文社  5 蜂蜜と遠雷 恩田 陸∥著 幻冬舎 

6 棲月 今野 敏∥著 新潮社  6 キラキラ共和国 小川 糸∥著 幻冬舎 

7 マスカレード・ナイト 東野圭吾∥著 集英社  7 漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎∥著 マガジンハウス 

8 光点 山岡 ミヤ∥著 集英社  8 盤上の向日葵 柚木裕子∥著 中央公論新社 

9 三鬼 宮部みゆき∥著 日本経済新聞社  9 屍人荘の殺人 今村昌弘∥著 東京創元社 

10 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾∥著 角川書店  10 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子∥著 小学館 

 

シリーズ 数字で見るいわきの図書館 

貸出 TOP10 予約 TOP10 

図書館豆知識

年に 1 度「蔵書点検」をしています！ 

蔵書点検とは、図書館の図書等がきちんと館内にあるか、正しい位置に配架しているか、 

破損している本や内容が古すぎて蔵書とするにはふさわしくない図書がないかなど、図書館の図書等の正しい

所在や現況を確かめる作業です。蔵書点検の作業は、館内の図書等一冊一冊を所蔵データと照らし合わせ、所

蔵状況を確かめます。 

ご利用される方にご不便をかけますが、点検期間は図書館を特別整理期間として休館し作業を行っています。

お子ねっ 

1,683,529 
1,619,093 

1,544,977 1,535,763 1,535,085 

894,862 838,922 855,200 808,312 778,609 

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

総合図書館（冊） 

市立６図書館（冊） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

【特別整理期間のため休館します】 

いわき市立図書館は、蔵書点検・館内整理のため、次の日程で休館いたします。 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   よろしくお願い 

                                  いたします。 

〈各図書館の休館日程〉 

◆四倉図書館    ５月 14日（月）～５月 19 日（土） 

◆内郷図書館    ５月 21日（月）～５月 26日（土） 

◆勿来図書館    ５月 28日（月）～６月  2日（土） 

◆小名浜図書館   ６月  4日（月）～６月 9日（土） 

◆いわき総合図書館 ６月 11日（月）～６月 22日（金） 

◆常磐図書館    ６月 25日（月）～６月 30 日（土） 

 

※ 休館中の図書の返却は、ブック

ポストをご利用ください。 

ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオは壊れや

すいため、開館中の図書館又は、

特別整理期間終了後、直接カウン

ターまでお持ちください。 

※ 特別整理期間中の図書館の蔵

書に予約いただいた場合、搬送

できないため、しばらくお待ち

いただくことになります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

【レポート】3 月から４月の催し物 

『らいぶらり寄席』を開催しました 

 ３月２２日（木）、いわき 

総合図書館 4階会議室にお 

いて、山椒家小粒（さんし 

ょうやこつぶ）氏(噺の会じ 

ゅげむ いわき支店)による、 

「いわき総合図書館『らい 

ぶらり寄席』」を初めて開催 

し、３６名が参加しました。  

                     古典落語の『時そば』、 

『親子酒』の二席の中、 

いわきならではの、ご当

地ネタを織り交ぜた絶妙

な話術の展開に、参加者

は笑いの渦に巻き込まれ

ていました。 

演目の合い間に入った館 

長の解説は、落語が生まれ 

た時代背景の理解に役立っ 

たのではないでしょうか。         

好評につき、今後の開催 

も予定しています。 

子ども読書の日 記念行事 

「あかちゃんへのおはなしかい」を 

開催しました 

  

4月 23日（月）、いわき総合図書館 4階 

よみきかせひろばにお 

いて、「あかちゃんへ 

のおはなしかい」を開 

催し、9回目の今回は 

６２名が参加しました。 

子どもの読書活動に 

ついての関心と理解を深めるとともに、子どもが

積極的に読書活動を行なう意欲を高めることを目

的に設けられた「子ども読書の日」（４月 23日）

の記念行事として、開催しているものです。 

赤ちゃんと保護者は、「なーんだなんだ」、 

「たまごのあかちゃん」、 

「ぴょーん」などの 6 

冊の絵本の読み聞かせ 

や、手あそびを楽しみ 

ながら、心やすらぐひ 

とときを過ごしていま 

した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】 国立国会図書館から御礼状をいただきました 

いわき総合図書館は、国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物のためのデ

ータベース、「レファレンス協同データベース事業」に参加しています。 

例えば、『「炭礦」と「炭鉱」と「炭坑」の違いについて』（アクセス数 3,243 件）、『小名浜港の

防波堤となっている駆逐艦について』（2,972 件）、『三和町の「差塩（さいそ）」の地名の由来につ

いて』（2,218 件）など、当館で受付したレフアレンス（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、当館で登録しているデータの平成 29年の年間アク 

セス数が、347,695 件、年間データ提供点数が 253 点とな 

り、6 年連続で国立国会図書館より御礼状をいただきました。 

年間アクセス数及び年間データ提供点数が多数であることが 

評価されてのことです。 

これからも「みなさんの役に立つ図書館」を目指し、レファ 

レンスの充実を図ってまいります。調べものでお困りの際は、 

お気軽に相談カウンターへお越しください。 

 

図書館行事案内（5 月・6 月） 

 

【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 12日（土） 午前 11 時から 

  ５月 26日（土）    〃 

  ６月 9日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

  ５月 12日（土） 午前 10 時 30分から 

  ６月は特別整理期間のためお休みします。 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

  ５月 19日（土） 午前 10 時 30分から 

  6月 16日（土）     〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

５月 19日（土） 午前 11 時から 

  ６月 16日（土）    〃 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

５月 19日（土） 午前 10 時 30分から 

  6月 16日（土）     〃 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

５月 12日（土） 午前 11 時から 

  ６月 9日（土）    〃 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

● ４階子ども展示コーナー 

〈おはなしのへや入り口〉 

５月「科学道 100冊ジュニア  この本よんだ？」 

６月「雨の日に読みたい本 この本よんだ？」 

● ４階テーマ展示コーナー 

〈生活・文学のフロア階段前〉 

５月 「アウトドアを楽しむ」 

６月 「雨と暮らし」 

● ５階テーマ展示コーナー 

〈歴史・科学のフロア階段前〉 

５月 「明治維新 150 年 戊辰戦争 150年」 

６月 「『とき』を考える」 

● ビジネス展示コーナー 

〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

５月 「ビジネスマナーを考える」 

６月 「使える仕事術！」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

５月 「英語多読本を読む」 

６月 「和食」 

 

 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

● 5月 19日（土） 子ども向け 

  「はらぺこあおむし」 （33分） 

★ ６月は、特別整理期間のため 

お休みします。 

 

 

いわき総合図書館 展示棚のテーマ 

視聴覚資料上映会 

おはなし会 


