
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき総合図書館 

 【図書館歳時記】図書館企画展「いわきの戊辰戦争」その１ 

６月 26日(火)から 10月 28日(日)の会期で、いわき総合図書館主催の企画展「いわきの戊辰戦争 そ

の１ 平潟上陸から湯長谷城の戦いまで」が行われています（ラトブ５階  企画展示コーナー）。連日、多

くの皆様が観覧に訪れています。 

今回の企画展は、今から 150年前の慶応４（明治元年、1868）年の夏に、いわきの地で戦われた戊辰

戦争の様子を紹介するものです。磐城平藩や湯長谷藩の藩士たち、さらには、新政府軍の薩摩藩や備前（岡

山）藩、佐土原藩などの部隊が書き残した資料をもとに、九面（ここづら）の戦いや新田坂の戦い、そし

て、湯長谷城での戦いの様子を図上で再現する試みもしています。ぜひ、足をお運びください。 

                                いわき総合図書館長 夏井芳徳 

 

おすすめの本紹介 

「猫にＧＰＳをつけてみた」 

 高橋 のら∥著 雷鳥社 

東京から移り住んだ著者は、人里まで２キロと

いう田舎で猫達と出会い共同生活を始めます

が、ある日、一匹の猫が２日半行方不明になっ

たことをきっかけに猫に、GPS をつけることにしま

した。すると、猫達は一晩に 4キロもの距離を歩 

いていたり、朝ご飯の時間に合わせて帰ってきたりと、そのデー 

タは、猫達の優れた時間感覚と方向感覚を如実に示すものでし 

た。自然豊かな里山で暮らす猫達をオールカラーの写真でたっ 

ぷり堪能できるとっておきの猫暮らしが詰まった猫好きにはたま 

らない一冊です。 

「脱藩大名の戊辰戦争 上総請西藩主・林忠崇の生涯」 

中村 彰彦∥著 中央公論新社  

この本は、江戸時代末期から昭和までを生き

た、請西藩（現在の千葉県木更津市）の藩主、

林忠崇の伝記です。忠崇は、慶応 3年 6月に

数え 20歳で藩主になり 4 ヶ月後、大政奉還が

なされ、戊辰戦争が始まります。德川家の恩に 

報いる時は今しかないと脱藩して、旧幕臣が集う「遊撃隊」に参

加し、新政府軍と戦いました。各地を転戦する中で、実は、いわ

きでの戦いにも参加しています。その後、戊辰戦争を生き残り、

昭和 16年に 94歳で亡くなりました。戊辰戦争・明治維新から

150年に当たる今年、おすすめの一冊です。 

「全国お米のこだわり銘柄事典」 

 日本食糧新聞社∥編 日本食糧新聞社  

日本人の米消費の活性化へ期待を込めて、

日本全国のおすすめ銘柄、地域ブランド米、

支持され続ける定番銘柄、期待の新ブランド

米等の甘み・かたさ・粘り・香りの評価、料

理との相性などを掲載した事典です。また、 

多収・健康・簡便等の市場ニーズを踏まえた、用途を特化

した米や真空パックの無洗米、雑穀米、精麦も紹介してい

ます。それぞれの袋のデザインと伴に、「だて正宗」・「恋

の予感」・「笑みの絆（えみのきずな）」等、それぞれの米

の名前の由来も楽しめる一冊です。 

「やっぱり食べに行こう。」  

原田マハ∥著 毎日新聞出版  

本書は『楽園のカンヴァス』、『暗幕のゲル

ニカ』などの作者で、小説、アートと同じく

らい「おいしいもの」が大好き！な著者が取

材先で食べた思い出の味を綴ったエッセイ 

です。『楽園のカンヴァス』の取材で滞在した

パリでは、焼き立てのバゲットに舌鼓。ニューヨーク近代

美術館のレストランでは、グリーンアスパラガスのリゾッ

ト等。目でも楽しみ、舌でも楽しむ。美術館の新しい楽し

み方のヒントにもなるかもしれません。美術館に設置され

たカフェやレストランのエピソードが興味深い一冊です。 
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【地域資料数】 
 
いわき総合図書館： 44,999 冊 

 

いわき総合図書館が所蔵している地域資 

料は、館内のいわき資料コーナーに、利用 

者が直接資料を取り出せる開架書架に約１ 

万５千冊、閉架書庫に約３万冊あります。 

図書館では、その地域の歴史や民俗につ 

いての資料や行政資料など、現在の地域の 

情報を知ることができる資料を網羅的に収 

集して、その提供に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会人専用席について】 

いわき総合図書館では、利用者を学生以外に限定した社会人専用席を 

5階フロアの北側、いわき資料周辺に、47 席を配置しています。 

5階カウンターで、図書館利用カードを提示のうえ、お申し込みいただく申込制です。図書館利用

カードをお持ちでない方や持参されない方は、5階カウンターで、氏名、年齢等を、運転免許証など

で本人確認ができれば、ご利用いただけます。 

いわきに関する資料などをゆっくり調べたい時に、利用してみませんか？ 

知っていますか？便利な図書館機能 

1 虚ろな十字架 東野圭吾∥著 光文社  1 かがみの孤城 辻村深月∥著 ポプラ社 

2 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子∥著 河出書房新社  2 魔力の胎動 東野圭吾∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

3 危険なビーナス 東野圭吾∥著 講談社  3 未来 湊かなえ∥著 双葉社 

4 素敵な日本人 東野圭吾∥著 光文社  4 大家さんと僕 矢部太郎∥著 新潮社 

5 祈りの幕が下りる時 東野圭吾∥著 講談社  5 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子∥著 河出書房新社 

6 火花 又吉直樹∥著 文藝春秋  6 マスカレード・ナイト 東野圭吾∥著 集英社 

7 人魚の眠る家 東野圭吾∥著 幻冬舎  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 恋のゴンドラ 東野圭吾∥著 実業之日本社  8 蜂蜜と遠雷 恩田陸∥著 幻冬舎 

9 フランス人は 10着しか服を持たない ジェニファーＬスコット∥著 大和書房  9 屍人荘の殺人 今村昌弘∥著 東京創元社 

10 豆の上で眠る 湊かなえ∥著 新潮社  10 盤上の向日葵 柚月裕子∥著 中央公論新社 

 

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

いろいろな『じてん』 

図書館には調べものに役立つ資料が沢山あります。中でも、調べものの友として 

国語辞典のような言葉自体の意味や文法、例文を記した『辞典』、その字の使い方や読み方を記した『字典』、 

百科事典のように事柄を説明した『事典』など色々な『辞典』・『字典』・『事典』があります。 

「語感」を探る手がかりとなる「語感の辞典」や、漢字の形を四桁の数字で表す「四角号碼（しかくごうま）」

に対応した「大漢和辞典」など、図書館ならではの『辞典』を手にとってみませんか？ 

 

総記, 909 哲学, 295 

歴史, 4,196 

社会科学, 

3,961 自然科学, 

682 

技術, 1 

産業, 1,204 

芸術, 1,300 

言語, 64 
文学, 2,565 

絵本, 25 
開架書架にある 

地域資料 15,202冊 

 

https://2.bp.blogspot.com/-fk8d3EvZp7c/VJF-oms6taI/AAAAAAAAptA/wXMOHBDxyKk/s800/jisyo_jiten_boy.png
https://2.bp.blogspot.com/-LeyNUHzF4WM/VdLr-_L1kWI/AAAAAAAAw1U/qT4HpUwjOtc/s800/study_daigakusei_woman.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からのお知らせ 

【催し物にご参加ください！】 

図書館では、図書などの資料の貸出以外に、様々な催し物を開催しています。 

どうぞ、ご参加ください。 

 

☆『古典文学講座』…「奥の細道」～北陸路を行く～ 

第 1回…７月 12日（木）、第２回…７月 26日（木）、第３回…８月９日（木） 

各回 18時 30分～20時 （いわき総合図書館 学習室） 

☆『夏休みこども映画会』 

７月 25日（水）1回目 10時 30分～12 時、2回目 13時 30 分～15時 

いわき産業創造館 企画展示ホール 

７月 26日（木）14 時～15時 30分 （四倉公民館 2階ホール） 

☆『くらしのセミナー』…「今日からできる生活習慣病対策」 

7月 26日（木）14 時～15時 30分 （いわき総合図書館 学習室） 

【レポート】５月から６月の催し物等 

市内６図書館で 

「蔵書点検」を実施しました！ 

 ５月 14 日（月）～6 月 30 日（土）の間、市内６図書

館で蔵書点検を行いました。 

蔵書点検は図書館の図書等がきちんと館内にあるか、

正しい位置に排架しているか、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、所蔵状況が 

一致するかを確かめます。 

点検の結果、決められた場 

所に資料が排架されていない 

場合や所蔵状況が一致しない 

ものについては、館内を探し 

正しい場所への排架や所蔵デ 

ータの修正等を行いました。 

企画展 「いわきの戊辰戦争 その 1 

-平潟上陸から湯長谷城の戦いまで-」 

 6 月 26 日（火）～10 月 28 日（日）まで、いわき総

合図書館５階企画展示コーナーで開催しています。 

今年は戊辰戦争から 150 年。 

いわきでは、磐城平藩、泉藩、 

湯長谷藩が奥羽越列藩同盟の 

一員として、薩摩藩等の新政 

府軍と戦いました。その戦い 

の状況を解説し、古文書、地 

図、写真、図書館資料を展示 

しています。 

 150 年の節目のこの機会に、 

いわきの歴史について考えて 

みませんか？ 

平成 30年度前期常設展示 

「鳥瞰図
ちょうかんず

にみる『合併前のいわき』」 

6 月 26 日(火) ～11 月 25 日（日）まで、5 階地域資

料展示コーナーで、いわき総合図書館が所蔵する、昭和

10 年代の四倉町、昭和 30 年 

代の磐城市・勿来市・内郷市の 

鳥瞰図や、昭和 20 年代の湯本 

観光案内、写真等を展示してい 

ます。どうぞ、ご覧ください。 

年代の湯本観光案内、昭和 30 年 

代の磐城市・勿来市・内郷市 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】 「健康・医療情報コーナー」を新設しました！ 

市民の皆さんの健康や医療に関する情報への関心が高まりを見せ、また、広範、多岐にわたってい

ることから、健康・医療に関する図書や情報を集約した、「健康・医療情報コーナー」を、平成 30

年６月 26日（火）、いわき総合図書館 4階くらしのフロアに新たに設置しました。 

健康・医療関連の図書（医学事典、家庭の医学などの入門書から専門書まで）を約 5,800冊、雑

誌（こころの科学、月刊ナーシングなど）を６誌、所蔵しています（6 月末現在）。また、国立がん

研究センターや共立病院との連携による相談窓口などのパンフレットもあり、図書館というひとつの

場所で、様々な情報を入手し、活用することが可能になりました。どうぞ、ご利用ください。 

また、同コーナーの新設を記念して、 

医療法人たねだクリニックの種田嘉信 

先生による、生活習慣病対策のセミナ 

ーも 7月 26日（木）に開催しますの 

で、是非、ご参加ください。 

図書館行事案内（７月・８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） 

 ７月１4 日（土） 午前 11 時から 

 ７月２8 日（土）    〃 

 ８月１1 日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

 ７月１４日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月１１日（土）    〃 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

 ７月２１日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月１８日（土）     〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

７月２１日（土） 午前 11 時から 

８月１８日（土）     〃 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

７月２１日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月 1８日（土）     〃 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

７月１４日（土） 午前 11 時から 

 ８月 1８日（土） 午前 11 時から（四倉公民館） 

   〃      午後 １時３０分から（ふくまる） 

※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〉 

７月「夏休みの宿題 おうえんします！」・「なつのえほん」 

８月「夏休みの宿題 おうえんします！」・「なつのえほん」 

● ４階テーマ展示コーナー〈生活・文学のフロア階段前〉 

７月 「OLYMPIC PARALYMPIC SPORTS」 

８月 「日本語あれこれ」 

● ５階テーマ展示コーナー〈歴史・科学のフロア階段前〉 

７月 「おとなの自由研究」 

８月 「夏休み」 

● ビジネス展示コーナー〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

７月 「初めてのリーダーへ」 

８月 「最強の営業力を身につける」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

７月 「日本語を学ぼう」 

８月 「芸術」 

 

 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

● ７月 21 日（土） 一般向け 

 「健さん」 （95 分） 

● ８月 18 日（土） 子ども向け 

 「ミッフィーのおじいさまとおばあさま」（35 分） 

 

 

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 


