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第 19 号 

平成２４年 ３月 10 日発行 

発行：いわき総合図書館 

〒970-8026 

いわき市平字田町 120 

TEL 0246-22-5552 

図書館 

http://library.city.iwaki.fukushima.jp 
 
http://library.city.iwaki.fukushima.jp/mobile/index.html 

 【ＣＨＡＮＧＥ！ 桜の季節をむかえて】    

震災後、休止しておりましたリクエスト受付を

４月から再開いたします。図書館で所蔵していな

い図書の購入希望を受け付けます。 

申込ができるのは、市内在住、在勤、在学の方

です。ただし、貸出期限の過ぎた未返却資料があ

る方の申込みはお受けできません。 

リクエストいただいた資料につきましては、内

容や装丁など、図書館の蔵書としてふさわしいか

どうかを吟味し、購入の可否を決定いたします。 

限られた図書購入費の中で、様々な世代の多様

なニーズを汲み取って、バランスの良い蔵書構築

を心がけてまいりますので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

なお、リクエストサービスの代替えとして実施

していた「希望図書記入表」の受付は、3月末で

終了となります。 

移動図書館いわき号が、 

「中央台高久第一応急仮設住宅駐車場」で 

貸出サービスを行うことになりました。 

初の巡回日時は 

4 月 18 日（水）13 時 10 分～40 分です。 
※5 月以降の巡回につきましては、「平成 24 年

度移動図書館巡回日程表」を移動図書館車内、

または各図書館で配布しております。ご確認の

うえ、ご利用ください。 

●住所など、登録内容に変更がある場合は、随時

受け付けておりますので、「いわき市立図書館利

用カード交付申請書」に記入し、利用カードと確

認用書類をご持参の上、窓口で手続きをお願いし

ます。 

 

●いわき市に隣接していない県内市町村に住所

があり、東日本大震災以降、市内にお住まいの方

にも利用カードを発行しております。運転免許証

など、本人が確認できる書類を持参してくださ

い。利用カードの有効期限は、登録した日の属す

る年度の末日（3月 31日）までとなります。 
  
 

●団体の利用カードの有効期限は、3月 31 日まで

ですので、4 月に入りましたら、更新手続きをお

願いします。 
 

登録内容の変更と利用カードの更新

《「郵送で登録」＆「WEB で複写申込」ができます！》 
■満１８歳以上の方ならどなたでも登録申請ができます。 

■氏名・現住所・生年月日が確認できる本人確認書類が必要です。 

※勤務先や学校等の住所では登録できません。 

■申込には、 

①「国会図書館利用者登録申請書」（ダウンロード可）②本人確認書類のコピー 

③宛先（氏名・現住所）を記入した返信用封筒（定形サイズ。切手は不要）が必要です。    

※登録された住所以外には発送できません。 

■手続きに要する日数は、受付から 1週間程度です。  
詳しくは、国会図書館のホームページ（http://www.ndl.go.jp/jp/information/guide.html）をご覧ください。 

移動図書館のステーション新設 

リクエストサービスが復活します！ 

●新規購読：Cooking Light（外国雑誌） 

●購読中止：建築技術、ELLE（外国雑誌） 
 

※休廃刊などで講読中止となる雑誌は、わかり
次第、その都度、書架に表示してお知らせし
ております。 

 
 

【知っておくと便利！】   国会図書館の利用について 

購読雑誌の変更 



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 

いわき民主音楽協会 様 ＊潮  

いわきヤクルト販売㈱ 様 ＊健康  

トーカイ文具店 様 ＊子供の科学 

＊オレンジページ 

長橋病院 様 ＊日経 PC ビギナーズ 

ひめゆり総業㈱ 様 ＊財界ふくしま ＊すてきにハ

ンドメイド ＊きょうの料理 

＊サライ ＊旅の手帖  

＊ダ･ヴィンチ ＊歴史読本 

＊ひよこクラブ ＊SCREEN 

*SUMAI no SEKKEI *趣味の園芸 

*暮しの手帖  

堀江工業㈱ 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） 

※団体名は 50 音順 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ合衆国の桜の名所として有名なポトマック公園の桜にまつわる秘話は、 

 

■市立図書館の蔵書検索（書名：「ポトマック」）でヒットする「ポトマックの桜～津軽の外交
官珍田夫妻物語」（外崎 克久∥著、サイマル出版会、1994 SS319/ト）は、珍田駐米大使夫妻
に焦点を当てたノンフィクション。 

また、Web 検索「ポトマック＊桜」で、米国農務省農業研究事業団が 1977 年 12 月に発行し
た、”National Arboretum Contribution No.4”収載の”The Japanese Flowering Cherry Trees of 
Washington,D.C. A Living Symbol of Friendship”という文献がヒットしました。 

（⇒http://naldc.nal.usda.gov/download/CAT78696066/PDF） 
植樹前の現地の様子、関係者の肖像や苗木を焼却している写真などが多数掲載されており、当時の状況がしのばれ

ます。 
年表ではたった一行の出来事でも、その背景にはいくつもの物語があります。「検索」でヒットした図書を読む、サ

イトにアクセスするなどで、「ものがたり」を掘り起こしてみてはいかがでしょう。 

第 2 回 くらしのセミナー 

「防災まちづくり 正常化の偏見」 1 月 19 日（木） 
 
 東日本大震災の被災状況の報告のあと、災害現場を知る消防隊員

から、家庭での防災や減災のために必要なことについて助言をいた

だきました。 

【「雑誌」の寄贈について】   

100 年前の明治 45年（西暦 1912 年）3月 27 日水曜日に、米国大統領官邸ホワイトハウスの庭園、

ポトマックの川沿いにあるタイダル・ベースン池の北畔で植樹式が行われ、ふたりの婦人の手によ

って桜の苗木が左右 2 本植えられました。左側の苗はタフト大統領夫人、右側の苗は珍田駐米大使

夫人が植えたそうです。 

当時の尾崎行雄東京市長が、日米友好の証としてアメリカ合衆国に三千本のサクラの苗木を贈っ

た記念の式典でした。3年前に、寄贈した二千本の苗木が、米国農務省の植物検査の結果害虫感染が

判明し、すべて焼却処分にされるという不運に見舞われ、その後、丹精こめた苗木の育成と害虫防

除につとめ、ようやく植樹が実現しました。 

ワシントン D.C.の中心にあるタイダル・ベースンの周囲とイーストポトマック公園の道路に根付

いたソメイヨシノは、毎年見事な花を咲かせては、人々の心を和ませているそうです。 

歴史の中のものがたり ～ポトマック川畔の桜の苗木贈呈から 100 周年 

雑誌の通年寄贈に感謝申し上げ

ます。 

寄贈タイトルは 35 誌で、金額に

すると 354,360 円にもなります。 

長年に渡り、継続してご寄贈いた

だいている団体ばかりですが、この

場を借りて、利用者の皆さんにご紹

介いたします。 

図書館のサービス提供にご理解

とご協力を賜り、ありがとうござい

ます。 

これからもよろしくお願いしま

す。 

【1 月の催しから】 



「Mon mo ～ふくしまを楽しむ大人の情報誌」 

ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ発行（隔月刊） 

豊富な写真で、県内の見所、お食事所、お宿や

特産品を紹介する福島の情報誌。平成 16 年秋に創

刊以来、毎年春号の表紙を飾るのは、 

県内「桜」の名所や名木。 

2011 年春号（No.31）は「春告 

げ桜に会う」、2010 年春号(No.25) 

は、「春爛漫の桜めぐり 千本桜 

回廊」。お花見が楽しめます。 

 

「桜さくら ふくしまの名木散歩」    2003.4 

「新・桜さくら ふくしまの名木散歩２」 2009.3 
小林隆∥写真・文 歴史春秋社 

  県内の桜を丹念 

 に撮り続けた著者 
の集大成。 
見ごたえのある 

桜、絵になる桜が 
満載！ 

 

 
 

 

「働く君に贈る２５の言葉」 
佐々木 常夫∥著 WAVE 出版 2010.11 

 

「何があっても、自分を捨てるな！」「とことん自

分を大切にしなさい！」先行き不透明な将来に対する

不安と閉塞感を抱えて必死にがんばっている若者たち

に、どう働きどう生きるべきかを、苦難のビジネスマ

ン人生を生き抜き、「本物の幸せ」を手にした著者がや

さしく説く一冊。逆風をしなやかに生き抜く「仕事力」、

「人間力」とは…。 

「台所防災術 がんばらなくても大丈夫」 
坂本 廣子・坂本 佳奈∥著 農山漁村文化協会 

2011.12 

阪神・淡路大震災に遭遇した経験をもとに、防災の

備えと、被災直後の暮らし方のポイントについてまと

めた一冊。特に台所にあると便利な食品やキッチン小

物とその使い方は、生き延びるために覚えておきたい

こと。平常心で難事を切り抜ける極意とは、ちょっと

昔の、ちょっと手間のかかる暮らしかたをすることな

のでは…。 
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「なぜ人は走るのか ランニングの人類史」 

トル ゴタス∥著 桜井浩一∥訳 筑摩書房  

2011.12 

 

 陸上競技世界の歴史という観点から見ると、近代の秩

序の整った形のランニングは歴史が浅い。遥かなる古代

から「走り」の歴史をたどり、古今東西、人々が世界中で

走り続けてきたのはなぜなのかを探る。走るために進化し

たヒト。地上最速の長距離ランナーである人類が走り続け

てきた記録から、人間にとって「走る」ことの意味と魅力に

迫る。 

 

「ゆうびんでーす！」 
間瀬なおかた∥作･絵 ひさかたチャイルド 

2005.12 

 

やまおくむらのゆうびんやさんは、どんなところにも

配達します。あるとき、山の奥の奥まで、手紙を届け

ることになりました。動物たちに道案内してもらい、

届けた手紙には…。春が待ち遠しくなるおはなしです。 
 
 

「花野里駅へ」 
 坂井 ひろ子∥作 久富 正美∥絵 西日本新聞社   

2001.11 

 

鉄道会社の定年を迎えた村野さんは、春風に押され

るように電車にのりこみました。電車は村野さんの思

い出の詰まった、小さな「花野里駅」に向かって走り

ます。すると不思議な乗客が声をかけてきました。大

人にもおすすめの物語です。 

 

 

【おすすめの本】  

一 般 書 

児 童 書 

 

第 146 回芥川賞 

＊「道化師の蝶」円城 塔∥著 講談社  2012.1 

＊「共喰い」田中 慎哉∥著 集英社   2012.1 

第 146 回直木賞 

＊「 蜩
ひぐらし

の記」葉室 麟∥著 祥伝社   2011.11 

第 42 回高見順賞 

＊「眼の海」辺見 庸∥著 毎日新聞社 2011.11 

第 10 回毎日書評賞 

＊「世界を知る 101 冊 科学から何が見えるか」 

     海部 宣男∥著 岩波書店 2011.6 

受賞作品 

図書館で「お花見」気分！？   



 

視聴覚資料上映会  

       ○先着 30 名程度・入場無料 

 

いわき総合図書館（４階・会議室）午後２時～  

 

●３月 ３日(土） 子ども向け 

「日本の民話 紙芝居  

花咲じいさん・ぶんぶく茶がま」 

          語り・出演 常田富士男 （３０分） 

●３月１７日（土） 一般向け 

「別れの曲／ショパン」  

監督：ゲツァ・フォン・ボルヴァリー 

脚本：エルンスト・マリシュカ 

出演：ヴォルフガング・リーベンアイナー 

リヒャルト・ロマノスキー          （９１分） 

●４月 ７日(土） 子ども向け 

「素敵で小さなおはなし  

気球に乗った腹ぺこワニとカエル 他」  （３５分） 

●４月２１日（土） 一般向け 

「ゴリオ爺さん」  

監督：ジャン・ダニエル・ヴェルラーゲ 

原作：オノレ・ド・バルザック 

出演：シャルル・アズナヴール、チェッキー・カリョ  

       （１００分） 

                 

 

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） 

３月１０日（土） 午前１１時から 

３月２４日(土）   〃 

４月１４日（土）   〃 

４月２８日（土）   〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

３月１０日（土）  午後２時 30 分～ 

４月１４日（土）   〃 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）  

３月１０日（土）  午後２時～ 

４月１４日（土）    〃 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室）  

３月１０日(土)   午前１０時３０分～ 

４月１４日（土）    〃 

※都合により日程が変更になる場合もあります。 

     
いわき総合図書館 

         展示棚のテーマ 

地域資料・常設展示 

「小学校教科書のあゆみ展  
        ～明治から昭和（戦前）～」 

 
■いわき総合図書館 5 階 地域資料展示コーナー 
■平成 24 年 4 月 1 日（日）～9 月 23 日（日） 

※毎月最終月曜日と特別整理機関（6 月 11 日～6 月 22 日）
は休館。 

明治5年（1872）の学制発布から始まる近代教育制

度の中心となったのは小学校であり、その教科書でし

た。 

本展示では、明治初期から大正・昭和（戦前）まで

の市内の小学校で使用された教科書の変遷を紹介し

ます。 当時の児童たちが学んだ、様々な教育内容に

ふれてください。  

         

. 

４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉  

３月 ・「大人におすすめ」 

     ・「小学校の教科書でとりあげている本 6 年生」 

４月 ・「入学式・お花見」 

     ・「小学校の教科書でとりあげている本 1 年生」 

４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

３月 ・「平安時代を巡る」 

４月 ・「トラベルミステリー」 

 
５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

３月 ・「地方自治の本」 

４月 ・「暮らしの中の経済」 

 
※展示内容は変更になる場合もあります。 

【３月・４月の行事】  

《市外へお引越される方へのお願い》  
●図書館資料の返却を忘れずに！ 
●転出先の図書館をごひいきに！ 
 
転出先では、お近くの図書館の利用登録を

おすすめします。図書館を地域の情報拠点と
して活用し、心豊かなくらしを営まれること
を願っております。 

 




