
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき総合図書館 

 
【図書館歳時記】「「いわきの戊辰戦争 その２ 磐城平の戦い」「 

いわき総合図書館の企画展「いわきの戊辰戦争 その２ 磐城平の戦い」は 11 月７日から来年の５月 26 日

まで、ラトブ５階、図書館の地域資料コーナーで開催されます。 

今から 150年前の慶応４（明治元年、1868）年の夏、磐城平では３度にわたって戊辰の戦いが行われまし

た。最初の戦いは６月 29 日、長橋のあたりで、新政府軍と奥羽越列藩同盟軍が激突しました。２度目の戦い

は７月１日、新川町などで激しい戦いが行われました。そして、３度目の戦いは田町や才槌門、六間門など、

磐城平城下の各所で激烈な戦いが行われました。今回の企画展は解説地図や当時の人たちが書き残した文書を

取り上げ、磐城平での戊辰の戦いに迫るものです。ぜひ、ご覧ください。  いわき総合図書館長 夏井芳徳

「いわきの戊辰戦争「いわきの戊辰戦争 その２ 磐城平の戦い」 

 その２ 磐城平の戦い」わきの戊辰戦争 その２ 磐城平の戦い」 

磐城平藩主、安藤家の「初鮭トリ」一番鮭を捕まえた者には 3両の賞金」 

江戸時代の後期から幕末にかけ、磐城平藩主を務めた安藤家は、毎年、秋、江戸幕府に献上する鮭を鮫川で

捕まえていた。そのことを大須賀筠軒（天保 12（1841）～大正元（1912）年）が『磐城誌料歳時民俗記』

（明治 25（1892）年、執筆）に次のように書いている。 

城主、安藤家ヨリ、植田鮫川ノ鮭ヲ幕府ヘ献上ス。初鮭トリトテ、漁人、我先ニト舩（ふね）ヲ出シ、網ヲ

下ス。一番鮭ヲトリ出ス者ヘハ金三両、二番ハ二両二分、三番ハ二両ヲ賜フ。七番マデアリ。賜金段々減ズ。 

「初鮭トリ」の日、漁師たちは先を争って、船を漕ぎ出し、一番鮭を捕まえようと躍起になった。一番鮭を

捕まえた者には３両、二番鮭には２両２分、三番鮭には 2両もの大金が殿様から与えられたという。 

いわき総合図書館長 夏井芳徳 

おすすめの本紹介 

「いつくしみ深き」 

 安竜 昌弘∥著 おりおん 

本書は草野心平の弟の詩人、草野天平と

妻・梅乃、長男・杏平の歳月を綴った物語で

す。天平は、42歳で亡くなる直前まで、「命を削

るように」詩を書き続けました。梅乃は天平の生

き方、詩に惹かれ、天平の死後、その詩を残す 

ために尽力します。そして、出版された『定本 草野天平詩集』

は、高村光太郎賞を受賞しました。なぜ梅乃は天平とその子・

杏平のために、献身的に人生を捧げることができたのか？詩人

草野天平の生涯を知るとともに、梅乃を通して夫婦の在り方や

家族の形について考えるきっかけになる一冊です。 

「大好き！おじさん文庫」 

深山 さくら∥著 文研出版 

山あいの小学校に「毎月、本代を送ります。」

という、差出人不明の手紙が届いたのは、1974

年 4月。以来 42年間、毎月本代が送られ、子

どもたちが大好きな「おじさん文庫」となりました。

送金者の「おじさん」を想像して、似顔絵を描 

き、「ありがとう」の気持ちを伝える子どもたちと、子どもたちの夢

を壊さぬよう、名乗り出ない「おじさん」･･･。しかし、小学校が閉

校することを知った「おじさん」が名乗りを上げ、子どもたちと対面

することに。「おじさん」と子どもたちの心温まる交流を、実話をも

とに描いた児童書ですが、大人にも読んで欲しい一冊です。 

「あなただけの人生をどう生きるか」 

 渡辺 和子∥著 筑摩書房 

本書は 2012 年に「置かれた場所で咲きな

さい」がベストセラーとなった著者が、大

学学長時代に入学式や卒業式などで学生た

ちに向けて語った内容をまとめたもので

す。「比較できない自分の価値を大切に」、 

「ありのままの姿で」、「やさしいことは強いこと」など、

自分らしく輝くために大切なことについて、心に響く言葉

が綴られています。自分らしく生きて行きたい方、読書の

楽しみの一つである、言葉との出会いを楽しみにしている

方におすすめの一冊です。  

「にっぽんツバメ便り ―ツバメが来た日」  

宮本 桂 写真 ポンプラボ ∥編 カンゼン  

本書は、身近な渡り鳥であるツバメの意

外に知られていない姿と生態を美しく活力

に満ちた写真で紹介したビジュアルガイド

です。写真は、職業カメラマンとして人物・

動物などの撮影を行いながら野鳥写真家と 

しても活動し、日本で過ごすツバメたちに 13 年前からカ

メラを向け続けてきた宮本桂によるものです。ツバメの基

礎知識や雑学などとともに、巻末には、鳥類学者の松原始

氏によるツバメの解説文も収録しています。日本に春を告

げるツバメについて学びたくなる一冊です。 
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【視聴覚ライブラリー教材観覧者数】 4,043 人 
 

 平成 29年度の視聴覚ライブラリーのDVD、 

ビデオを観覧した方は、昨年度より 1,054人 

増の 4,043人でした。 

 観覧者の内訳は、保育所・幼稚園の園児が最 

も多く、また、小学校の児童は 672人増の 6 

78人となっています。 

視聴覚ライブラリーは、市内の各種教育団体 

や社会教育関係団体にご利用いただけます。大 

人から子どもまで、楽しく学べる教材や機材が 

そろっていますので、ぜひ、ご活用ください。 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＡＶブースについて】 

 いわき総合図書館では、館内のＣＤやＤＶＤを視聴できる「ＡＶブース」を 

5階の「ラウンジ」そばと、４階「よみきかせひろば」そばに設けています。 

利用するには、各階のカウンターへ、視聴したいＣＤ又はＤＶＤをお持ちになり、貸出手続き後、ブ

ースの使用申込をしてください。図書館利用カードを作ることができない方は、各階カウンターで、

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。 

 ＣＤやＤＶＤは貸出もしています。映像や音楽もどうぞ、お楽しみください。 

知っていますか？便利な図書館機能 

1 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子∥著 小学館  1 大家さんと僕 矢部太郎∥著 新潮社 

2 祈りの幕が下りる時 東野圭吾∥著 講談社  2 沈黙のパレード 東野圭吾∥著 文藝春秋 

3 かがみの孤城 辻村深月∥著 ポプラ社  3 かがみの孤城 辻村深月∥著 ポプラ社 

4 危険なビーナス 東野圭吾∥著 講談社  4 未来 湊かなえ∥著 双葉社 

5 棲月 今野敏∥著 新潮社  5 魔力の胎動 東野圭吾∥著 KADOKAWA 

6 すぐ死ぬんだから 内館牧子∥著 講談社  6 かみさまは小学 5年生 すみれ∥著 サンマーク出版 

7 コンビニ人間 村田沙耶香∥著 文藝春秋  7 極上の孤独 下村暁子∥著 幻冬社 

8 羊と鋼の森 宮下奈都∥著 文藝春秋  8 ファーストラヴ 島本理生∥著 文藝春秋 

9 マスカレード・ナイト  東野圭吾∥著 集英社  9 思い出が消えないうちに 川口俊和∥著 サンマーク出版 

10 魔力の胎動 東野圭吾∥著 KADOKAWA  10 ブロードキャスト 湊かなえ∥著 KADOKAWA 

 

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

【「よみきかせひろば」では、声を出して読むことが出来ます！】 

いわき総合図書館 4階児童コーナーには、お子さんと保護者が、絵本や 

紙芝居などを声を出して読むことができる、「よみきかせひろば」があります。 

明るく開放的なガラス窓で区切られ、入室後に履き物を脱いでご利用いただくスペースです。 

大型絵本や赤ちゃん絵本、そして紙芝居の舞台も常備しています。 

ご家庭とは異なる雰囲気の中で、ゆったりと、声を出して、大型絵本や紙芝居を楽しんでみませんか？ 

 

紙芝居を楽しんでみませんか？ 

市 

 

保育所・

幼稚園 

2,456人 

小学校 

678人 

中学校

333人 

その他 

576人 
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【News】 市政功労者表彰を受賞されました！ 

【ボランティア団体「四倉おはなしひろば」が、平成 30 年市政功労者（ボランティア功労）表彰

を受賞されました。】 

四倉図書館で活動しているボランティア団体「四倉おはなしひろば」が、平成 30年市政功労者

（ボランティア功労）表彰を受賞されました。 

「四倉おはなしひろば」は、平成 19年より四倉図書館で、 

絵本の読み聞かせ、紙芝居、パネルシアター等のおはなし 

会を開催し、長年にわたりボランティアとして、子どもの 

読書活動の推進に貢献しております。 

おめでとうございます！ 

 

授賞式 平成 30年 10月 1日（月） 

会 場 カルチェドシャン・ブリアン 

 「四倉おはなしひろば」代表の髙倉ケイ子さん            「四倉おはなしひろば」活動の様子 

 【レポート】9月から 10月の催し物等 

読み聞かせボランティア育成講座 

9月 21日、いわき総合図書館４階学習室で開催し、

29名の読み聞かせボランティアが参加しました。 

児玉ひろ美氏を講師に迎え、『子どもを育てる「読み

聞かせ」～はじめの一歩～』をテーマにお話いただき、

図書館や学校などのお 

はなし会で、子どもた 

ちに本の世界を楽しん 

でもらうために、心が 

けたいことや、読み聞 

かせに使う本を選ぶコ 

ツを学びました。 

 

第 2 回図書館くらしのセミナー 

「あなたの血管、元気ですか？ 

ストップ！動脈硬化」 

 10 月 3 日、いわき総合図書館４階学習室で開催し、

40名が参加しました。国保年金課の平山美香指導保健技

師を講師に招き、動脈硬化とその対策について、わかり

やすい資料を基に事例やクイズを交え、具体的にお話い

ただき、参加者は熱心に 

聴講していました。また、 

希望者に指先 1本ででき 

る血管年齢測定も実施し、 

参加者から好評を得ました。 

 

対応などの説明を熱心に 

聴いていました。 

職場体験・インターンシップ 

 ９月から 10 月にかけて、市内の中学生、高校生、県

内の短期大学生の皆さんがいわき総合図書館で職場体験

やインターンシップを行いました。今年度は、10校 21

名（中学：７校 16 名、高校：２校４名、短大：１校１

名）の生徒、学生の皆さんが訪れ、貸出・返却のカウン

ター業務や本の装備、自動出納書庫への入庫準備の作業

などを体験しました。 

 

読書週間行事 

手づくり絵本講習会「絵本をつくろう！」 

10月 24日、31日の 2回にわたり、いわき総合図書

館４階工作アトリエで開催し、10名が参加しました。図

書館職員が講師をつとめ、1日目は絵本の書き方や注意

点の説明を聞いた後、それぞれの絵本の構想を練ってい

ただき、２日目は実際に 

イラストやストーリーを 

書いた画用紙を製本し、 

表紙をつけ、世界に一冊！ 

の自分だけの絵本が完成し 

ました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】 手づくり絵本展の出品作品を募集します！ 

いわき総合図書館では、今年で 33回目となる「手づくり絵本展」の開催に向けて、作品を募集し

ています。 

毎年、幼稚園や保育園の子どもたちや中高生、一般の方々にオリジナルの絵本を出品していただい

ています。 

手描き、デジタル画、写真、貼り絵、切り絵、布絵など使う素材や形式は自由です。ものを作るこ

との楽しさを味わいながら、世界に一冊しかない絵本を作って、お披露目してみませんか。 

みなさんからのたくさんの出品をお待ちしています。        【昨年の絵本展の様子】 

作品募集期間  11月 15日（木）まで              

受付場所    いわき市立図書館 

（総合・小名浜・勿来・常磐・内郷・四倉） 

※受付時間は 10時～18時 

図書館行事案内（11月・12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） 

11 月 10 日（土） 午前 11 時から 

11 月 24 日（土）    〃 

12 月  8日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

※ 11 月は休止  

12 月 8日（土） 午前 10 時 30 分から 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

11 月 17 日（土） 午前 10 時 30 分から 

12 月 15 日（土）    〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

11 月 17 日（土） 午前 11 時から 

12 月 15 日（土）    〃 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

11 月 17 日（土） 午前 10 時 30 分から 

12 月 15 日（土）     〃 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

11 月 10 日（土） 午前 11 時から 

12 月 8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〉 

11 月「でんしゃのほん 季節と行事の本」 

12 月「クリスマスの本 ふゆのえほん」 

● ４階テーマ展示コーナー〈生活・文学のフロア階段前〉 

11 月 「ノーベル文学賞についての本」 

12 月 「今年のことは今年のうちに！」 

● ５階テーマ展示コーナー〈歴史・科学のフロア階段前〉 

11 月 「太古から“愛”をこめて」 

12 月 「冬休み」 

● ビジネス展示コーナー〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

11 月 「経理・会計の仕事」 

12 月 「人材の使い方・使われ方」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

11 月 「日本ガイドブック」 

12 月 「日本・世界の建築」 

 

 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

● 11 月 17 日（土） 一般向け 

 「二宮金次郎物語 ～愛と情熱のかぎり～」（115分） 

● 12 月 15日（土） 子ども向け 

 「グリム童話傑作人形アニメ集」（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 

『第 33回 手づくり絵本展』 

 日時：12月 4日（火）～12月 9日（日） 10時～17時 

場所：いわき総合図書館 4階 学習室 


