
 

あらかじめ、関心のある図書のジャンルや雑誌のタイト
ルを登録しておくと、新着図書や雑誌が入った時にメー
ルでお知らせするサービスです。 
メールの送信は、図書が毎週金曜日、雑誌は入った

都度行います。 
図書館ホームページの「マイページ」にログインして設

定して下さい。こちらのサービスをご利用頂く際は、メール
アドレスの登録が必要となります。 

 

【News】『平成２５年度 いわき市の図書館』 を発行しました 

 

【News】新しいサービスが始まりました 

 

 

専用電話番号（0246-22-5581）に電話をし
て、自動音声案内に従って操作すると、次のサービスが
ご利用できます。 

①利用案内 ②貸出状況確認 

③予約確認 ④貸出期間の延長 

9:00～22:00 まで、休館日もご利用できます。 
「図書館利用カード」をお手元にご準備のうえ、お電

話下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき市立図書館では、次のサービスがご利用頂けるようになりました。 

 
 

第 25 号 

平成２５年８月２０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 

や  び   な 

【平成２４年度の実績】 

◆登録者数  119,270 人       （全人口の 36.4％） 

◆蔵書総数  699,447 冊   （人口 1人当たり 2.13 冊） 

◆貸出冊数 1,478,204 冊 

（人口 1 人当たり 4.51 冊・蔵書回転率 2.11 回） 

◆予約・リクエスト件数  103,414 件 

◆相互貸借  借受:195 冊/貸出:274 冊 

◆レファレンス件数  13,122 件 

スマートフォン用 携帯電話用 http://library.city.iwaki.fukushima.jp 
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図書館 

平成 24 年度事業実績、統計のほか、今年度の運営

方針と主要事業についてもまとめられています。 

図書館に関心のある方は、ぜひご覧下さい！ 

◆自動電話応答サービス◆ ◆新着資料お知らせメールサービス◆ 

いわき資料コーナー 

【016/ｲ】でご覧頂けます 

 

専用電話番号：０２４６（２２）５５８１ 

自動音声案内に従って、ご希望のサービス番号 

（①～④）をプッシュボタンで押して下さい。 

※プッシュ回線でご利用いただけます。 



「２０１３いわき市就職ガイダンス」 

７月１２日（金）、いわきワシントンホテル椿山荘において、 

「２０１３いわき市就職ガイダンス」（主催：いわき市）が開催さ

れました。いわき総合図書館でも、ビジネス支援コーナーブー

スを設け、就職活動に関する 

本の展示や、商用データベー 

スの PR を行いました。多くの 

参加者が本を手に取り、就職 

活動の参考にしていました。 

■貸出期間の延長 

利用状況画面から、貸出期間の延長申し込みができま
す。予約が入っているものや、貸出期限が過ぎているも
のは対象となりません。 
貸出延長は１回だけです。すでに１度延長した資料も

対象となりません。 
貸出延長する資料にチェックを入れ、「貸出延長」ボタ

ンを押して下さい。備考の欄に「延長受付済み」と表示
されれば申込完了です。 

■「お気に入り」機能 

「お気に入り」とは、読みたい本や気になる本が見つ
かったら、その資料を保存しておける場所です。 
資料の検索をして、気になる資料があれば「お気に入

りへ」をクリックすればＯＫです。「お気に入り」の中を
確認するには、マイページの「利用状況」を開き、「お気
に入り」をクリックして下さい。 
「お気に入り」には、最大１００冊まで保管すること

ができます。 
【ご注意！】「お気に入り」の資料は、自動で予約にはなり
ません。予約希望の資料にチェックを入れ、改めて予約
の申込みを行って下さい。 
 

■予約の取消し 

利用状況確認画面から、予約資料の取消しができます。
取消ししたい資料のチェックボックスにチェックを入
れ、「予約取消」ボタンを押して下さい。 

 

リニューアルしたいわき市立図書館ホームページでは、「マイページ」が設定で 

きるようになりました。利用者番号とパスワード（※）でマイページにログインす 

ると、貸出期間の延長や「お気に入り」機能、予約取消しが利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レポート】７月～８月の催し物 

【利用案内】「マイページ」でもっと便利に！ 

夏はイベントが目白押し！図書館もにぎわいました!! 

科学あそび「光とあそぼう」 

７月３１日（水）午後１時から、いわき総合図書館学習室で開

催しました。科学読物研究会の小川真理子さんを講師に、光

や鏡での見え方を学んだり、牛乳パックで「光の小箱」を作りま

した。小学校１年生から６年生 

の２１名が参加。光の不思議を 

体験した子供たちは、終了後、 

会場に展示した自由研究などの 

本をたくさん借りていきました。 

「夏休み子ども映画会」 

７月２２日（月）～２４日（水）、８月５日（月）、市内の各地区

図書館で毎年恒例の「夏休み子ども映画会」を開催しました。 

各会場とも、大勢の家 

族連れが来場し、「む 

しむし村の防災訓練」 

などのアニメ映画を楽 

しんでいました。 

夏休み工作教室「つくってあそぼう」 

 ８月１１日（日）午前１０時３０分から、いわき総合図書館よみ

きかせひろばで開催しました。手作りおもちゃ作家の芳賀哲さ

んを講師に、牛乳パック 

を使ったおもちゃを作り 

ました。小学生の親子 

２８組が参加し、手作り 

おもちゃで楽しいひとと 

きを過ごしていました。 

※新しい図書館システムで最初にパスワードをご利用になる場合は、「誕生月日の４ケタの数字」 

（仮パスワード）を入力して下さい。 （例）４月１日生まれの方は「０４０１」となります。 

仮パスワードは、館内 OPAC またはホームページのマイページで変更してご利用下さい。 



平市公会堂 （「平市公会堂竣功記念絵葉書」より・昭和 13 年） 

（「いわき民報」昭和 23 年 8 月 20 日） 

 

 

いわき地方における最初の公立図書館は、昭和 23

（1948）年 8月 23日に開館した「平市公民館図書部」

です。5 市 4 町 5 村の合併によって「いわき市」とな

るのは昭和 41年 10月ですから、当時はまだ平市のと

き。それまでも、諸橋元三郎氏の「三猿文庫」をはじ

め、私立図書館・文庫はいくつかありましたが、公立

図書館としてはこれが最初となりました。 

平市公民館図書部の開館を報じる当時の『いわき民

報』（昭和 23年 8月 20 日付け）には、「閲覧は午前八

時から午後三時までで貸出はしない方針」、「予算の関

係で目下書籍も月刊雑誌に限られている」とあり、図

書館というよりも“図書コーナー”といった規模であ

ることがうかがえます。 

場所は平市公会堂の 2階。当時の平市公会堂は、平

市役所が仮庁舎として執務していました。現在でいう

と、いわき市文化センター隣の結婚式場「ピュアベル

ヴィいわき」の場所になります。 

 

さて、ここで少し図書館の歴史を振り返ってみまし

ょう。日本における公共図書館の設置は、明治 32（1899）

年に図書館令が公布されたことで進められます。福島

県内の図書館で最も古い公立図書館は、明治 37（1904）

年に開館した会津若松市立会津図書館です。福島市立

図書館は明治 41（1908）年、福島県立図書館が昭和 4

（1929）年に開館ですから、いわき地方における公立

図書館設置がいかに時間を要したかお分かり頂ける

と思います。 

それまでも、度々図書館建設の声はあがりましたが、

実現することはありませんでした。ですから、市民に

とっては念願の図書館開館だったのです。それは、開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館後の利用者の増加からもうかがい知ることができ

ます。 

その後、平・才槌小路の平陽女学校跡、平・堂根町

のいわき市文化センターへの移転を経て、平成 19

（2007）年 10月 25日、いわき駅前再開発ビル「ラト

ブ」の 4・5 階に「いわき総合図書館」としてオープ

ンすることになりますが、詳しくはまた次回ご紹介し

たいと思います。 

【コラム】市立図書館 いまむかし 《第２回 平市公民館図書部》 

「文豪の家」 
 高橋 敏夫・田村 景子∥監修 エクスナレッジ 2013.4 

 

 本書では、夏目漱石、太宰治、松本清張、江戸川乱歩

など、誰もが知っている文豪たちの家を紹介しています。 

どのような家で書かれたのか…？そんなことを考えな

がら読んでみると、一度読んだ名作もまた違った楽しみ方

ができるのではないでしょうか。彼らが愛した住まい、暮ら

し、愛用の品々。文豪たちの息遣いが感じられる１冊で

す。 

【おすすめの本】 

「江戸創業金魚卸問屋の金魚のはなし」 
        吉田 智子∥著 洋泉社 2013.7 

 

 著者の吉田智子さんは、創業 350年を誇る老舗金

魚・錦鯉の卸問屋の七代目女将です。金魚の歴史や

文化的な背景、著者おすすめの金魚コレクションな

ど、カラー写真をふんだんに使用して解説していま

す。今の季節のピッタリな、とても涼しげな本です。 

一 般 書 

 



 

いわき総合図書館では、おはなし会で活動していただけるボランティアの方を募集しています。 

絵本の読み聞かせや紙芝居、手あそびなどに興味があれば、経験は問いません。ご応募をお待ちしています!! 

 

■募集対象     原則として１６歳以上で、図書館の運営方針に賛同いただける方 

いわき市内に在住・通勤・通勤している方 

■活動日時     毎月第４土曜日 午前１０時３０分～１２時 

■申し込み方法  「いわき市立図書館支援ボランティア申込書」をカウンターに提出 

     
いわき総合図書館 

         展示棚のテーマ 

 

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）  

８月１０日（土）  午前１１時～ 

９月１４日（土）     〃 

９月２９日（日）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

８月１０日（土）  午後２時３０分～  

９月１４日（土）     〃 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）  

８月１７日（土）  午前１０時３０時～ 

９月２１日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室）  

８月はおやすみです 

９月 ８日（日）  午前１０時３０分～ 

●内郷図書館（内郷公民館）  

８月１０日（土）  午前１０時３０分～ 

（３階視聴覚室） 

９月１４日（土）     〃 （２階和室） 

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）  

８月１０日（土）  午前１１時～ 

９月１４日（土）     〃 

※都合により日程が変更になる場合もあります。 

 

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～ 

●８月 ３日(土） 子ども向け 

「しあわせの王子」「おくのほそ道」    （39 分) 

●８月１７日(土） 一般向け 

 「禁じられた遊び」              （86 分） 

●９月 ７日(土） 子ども向け 
「いのししうりっ子のぼうけん」「万葉集」 （42 分） 

●９月２１日（土） 一般向け 

「NATIONAL GEOGRAPHIC 

徹底解明ダ・ヴィンチ・コード」 （50 分） 

第１回 図書館くらしのセミナー 

「ストップ自殺」 
 

■と き  ９月１９日（木） 午後１時３０分～３時 

■ところ  いわき総合図書館 ４階学習室 

■講 師  いわき市保健所 地域保健課職員 

※事前申込みが必要となります。詳しくは配布チラシをご覧下さい。 

９月１０日～１６日は「自殺予防週間」です。大切な命を 

守るために、何ができるのか考えてみませんか？ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉  

８・９月 ・「季節の絵本 ９・１０月」  

 ・「教科書に載った本 ４年生」 

 

４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

８月 ・「夏休みの過ごし方」 

９月 ・「こころをつなぐ本～自殺予防週間～」 

 

５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

８月 ・「夏に読みたい！ちょっと怖い本」 

９月 ・「石炭とエネルギーの本」 
 

 

【図書館行事予定】 ８・９月 

 

【募集！】総合図書館 おはなし会ボランティア 

 

◆編集後記◆ 

暑い夏もあと少し。秋を迎えると、図書館は読書週間 
の準備で大忙しになります。今年の読書週 
間の行事については、次号でご紹介します。 
お楽しみに！ 
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