
 

【News】『平成２６年度 いわき市の図書館』 を発行しました 

 

【レポート】特別整理期間が終了しました 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０号 

平成２６年８月１０日発行 

発行：いわき総合図書館 
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図書館 

① 赤ちゃんパック絵本の貸出開始（平成 25 年 9 月より） 

② 地区図書館「おすすめ本コーナー」の設置（平成 25 年 9 月より） 

③ 新着資料お知らせメールサービス（平成 25 年 4 月より） 

④ 自動電話応答サービス（平成 25 年 6 月より） 

⑤ ＳＮＳ（Facebook・Twitter）を活用した情報発信 

（平成26年2月より） 

⑥ 国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの開始 

（平成26年3月より） 

５月から始まった特別整理期間も全館終了しました。ご協力あり

がとうございました。 

Facebookや Twitterでも点検作業の様子を掲載し、普段は見るこ

とができない業務もご理解いただけたと思います。 

今回の特別整理期間では、切り取られたり、破かれた本が見つか

りました。図書館の本は市民の皆様の財産です。図書館利用のルー

ルを守って、大切に扱って下さい。 

【平成２５年度の実績】 

◆登録者数  103,394 人       （全人口の 31.7％） 

◆蔵書総数  713,017 冊   （人口 1人当たり 2.19 冊） 

◆貸出冊数 1,616,482 冊 

（人口 1 人当たり 4.96 冊・蔵書回転率 2.27 回） 

◆予約・リクエスト件数  120,648 件 

◆相互貸借  借受:133 冊/貸出:136 冊 

◆レファレンス件数  12,456 件 

平成 25 年度の新たな取り組み 

平成 25 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！いわき資料コ

ーナー【016/ｲ】でご覧頂け

ます。 

▲正しい場所にあるか、壊れた

本はないかなど、1 冊 1 冊確認

していきます。（小名浜図書館） 

▲ブックポストや地区図書館に

返却になった本が山のように！

（総合図書館） 

 

▼児童コーナーのぬいぐるみ達も

リフレッシュです♪（総合図書館） 

 

館外への 

資料の無断持ち出しは

犯罪です!! 

 

▼ブックエンドを取り出すな

ど、作業しやすいよう工夫して

います（総合図書館） 



 

「２０１４いわき市就職ガイダンス」 

７月１１日（金）、いわきワシントンホテル椿山荘において、 

「２０１４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。参加者 

は本を手に取り、就職 

活動の参考にしていま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おすすめの本】 

【レポート】 ７～８月の催し物 

「ソーシャルメディアの何が気持ち悪いのか」 
       香山 リカ∥著 朝日新聞出版 2014.6 

 

 人と人とをつなぐツイッターやフェイスブック

などのソーシャルメディアに、息苦しさを感じてい

る人が多いそう。精神科の医師である著者が、診察

現場などでの経験から、ソーシャルメディアの発達

で社会や人間にどのような変化が起きているのか

を考察した本です。 

一 般 書 

 「村岡花子の世界 赤毛のアンとともに生きて」 
     村岡 恵理∥監修 河出書房新社 2014.4 

 

 今テレビでおなじみの『赤毛のアン』の翻訳者・

村岡花子を紹介するガイドブックです。 

写真も豊富に掲載されており、花子本人や“絶世

の美女”と言われた親友・柳原燁子の写真もありま

す。巻末にはブックリスト、年譜が収録。ドラマと

は違う真実の村岡花子に迫ってみては？ 

ＦＭいわき「本のある生活」では、図書館職員がおすすめの本を紹介しています。

放送は、毎週土曜日 午前 9 時 30 分頃からです。ぜひお聞き下さい！ FM いわき 76.2MHz 

「シールのかくれんぼ」 
      定岡 フミヤ∥作・絵 講談社 2012.5 

 

なおきくんが、乗り物のシールを壁にぺたぺた貼

り付けています。そこに、お母さんがやってきまし

た。おかあさんにみつからないようになおきくんが

壁にペタッとはりつくと、たいへんなことが…。 

 

「たっくんのあさがお」 
西村 友里∥作 岡田 千晶∥絵 PHP 研究所 2014.4 

 

 1 年生になった友子は、隣の席のたっくんがちょ

っと怖い存在です。ある日、友子は授業で植えたあ

さがおの植木鉢をうっかり倒してしまいます。それ

は、たっくんのあさがおだったのです。どうしよう。

友子は悩みます。1 年生になったお子さんにぴった

りの 1冊です。 

児 童 書 

 

夏休み科学あそび「たまごのからのひみつ」 

８月１日（金）午前１０時３０分から、いわき総合図書館学習

室で開催しました。科学読物研究会の岩田真弓さんを講師

に、たまごと身の回りにあるものを使った楽しい科学実験を行

いました。 

小学校１年生から５年 

生の２０名が参加。酢に 

漬けたうずらのたまごか 

ら模様がはがれた時は、 

歓声があがりました。 

「夏休み子ども映画会」 

７月２２日（火）、２３（水）、３０日（水）、市内の各図書館で毎

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

子ども達が大勢来場し、アニメ映画を楽しんでいました。 

「ゆうかい、いたずら 

されないために」では、 

みんな声を出して質問 

に答えていました。冬 

休みにも開催しますの 

でお楽しみに！ 

夏休み工作教室「なつのこうさくにチャレンジ」 

７月２１日（月）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２４組 

５３名が参加。「くるくる 

うさぎ」、「とんぼ」、「フ 

リスビー」などの手作り 

おもちゃで楽しいひとと 

きを過ごしていました。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】「レファレンス協同データベース」をご存知ですか？ 

図書館では、皆さんの調べもののお手伝いとして「レファレ

ンスサービス」を行っています。 

日常の素朴な疑問から、郷土の歴史、ビジネスに役立つもの

まで、お気軽に相談カウンターへお越し下さい。 

受付したレファレンスは、国立国会図書館が運営する「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。いわき市立図書館ホームページの左下のバナーをクリッ

クして、レファレンス協同データベースへ。読み物としても楽

しいレファレンス協同データベースを、ぜひチェックしてみて

下さい！ 
レファ協のイメージキャラクター 

「れはっち」 

むかし、中田横穴のあたりに幽霊が出たという噂を聞いたけど、これって本当？ 

平中央公園にあるキューピット像の由来は？ 

オケラの飼い方を知りたい。 

◆こんな疑問にもお答えします！◆ 

次の資料に、オケラの飼育方法が書いてありました。 

【資料①】『近所の虫の飼いかた（2）』 

（海野和男ほか∥著 偕成社 1999） 

P18～20 に飼育法の解説がありました。 

【資料②】昆虫ブログ「むし探検広場」 

http://insects.exblog.jp/5308225/  

オケラの飼育法について解説がありました。 

「キューピット像」は平ロータリークラブ設立 50 周年記念塔として、

昭和 32 年（1957）4 月 25 日に、当時の平市消防署前国道 6 号線ロ

ータリーに設置されました。その後、諸般の交通事情により、昭和 41

年（1966）10 月 6 日に、同年 4 月 11 日に落成した「平市民会館」

前の広場に移設され、さらには平成 20 年の市民会館閉館、同跡地に「い

わき芸術文化交流館アリオス」が建設されるに伴い、平成 18 年頃、平

市民会館北側に隣接する「平中央公園」に移設されたそうです。 

なお、「キューピット像」の作者は、松ヶ岡公園にある旧磐城平藩主安

藤対馬守信正公銅像を制作した本多朝忠氏です。 

 

 

 

 

 

  

当時はテレビでも放送され、大きな騒ぎになったようですね。 

「いわき民報」（昭和 46 年 6 月 25 日「沼ノ内・中田横穴古墳前 午

前零時になると幽霊」、同 7 月 13 日「“幽霊実話”あす放送」、平成 13

年 8 月 1 日「夏季特集 そこに幽霊はいたか？」）などに詳しい記事が掲

載されていました。幽霊話は次のとおり。 

〈真夜中の午前零時過ぎ、中田横穴の前を通ると幽霊が出て首をしめる。古

墳の幽霊の仕業では？といった噂が流れた。その後、江名の某氏が幽霊の慰

霊碑を建立したそう。慰霊碑を建ててからは、幽霊話はなくなったとのこと。〉 

 

※連載コラム「市立図書館いまむかし」はお休みします 

国立国会図書館より 

礼状を頂きました！ 

いわき総合図書館で登録しているデータの

平成 25年のアクセス数が 45,108 件となり、

国立国会図書館より礼状を頂きました！ 

これからも「みんなの役に立つ図書館」を目 

指し、レファ 

レンスサービ 

スの充実を図 

ってまいりま 

す。 



 

     いわき総合図書館 

             展示棚のテーマ 
おはなし会  

        

●いわき総合図書館（４階おはなしのへや） 

８月 ９日（土）  午前１１時～ 

８月２４日（日）    〃 

９月１３日（土）    〃 

９月２７日（土）    〃 

９月２８日(日)     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

８月～来年３月までお休みです。  

●勿来図書館（植田公民館２階和室）  

８月 ９日（土）  午前１０時３０時～ 

９月２０日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

   ８月～１０月までお休みです。 

●内郷図書館（内郷公民館） 

８月 ９日（土）  午前１０時３０分～（３階視聴覚室） 

９月１３日（土）     〃       （２階和室） 

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）  

８月 ９日（土）  午前１１時～ 

９月１３日（土）     〃 

※都合により日程が変更になる場合があります。 

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 ２日(土） 子ども向け 

「忍たま乱太郎 忍術学園全員出動！の段」 （80 分） 

●８月１６日(土） 一般向け 

 「歴史秘話ヒストリア 武田信玄」       （42 分） 

●９月 ６日(土） 子ども向け 
「日本むかし話 きんたろう こぶとりじいさん したきり

すずめ」                        （36 分） 

●９月２０日（土） 一般向け 

「嵐が丘」                       （104 分） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回 図書館くらしのセミナー 

「かしこい消費者になるために」 
■と き  ９月１１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  田崎 由子 先生 

       （福島県金融広報アドバイザー） 

先着４０名 

※詳しくは募集チラシをご覧ください 

 

 

          ○事前申込不要・入場無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

８月～９月 ・「のりもの」（左の展示棚） 

・「溶けるもの」（右の展示棚） 

●４階テーマ展示コーナー〈生活･文学のフロア階段前〉 

８月 ・「そうだ！ 山に行こう!!」 

９月 ・「介護に役立つ本」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

８月 ・「おとなの自由研究 ～図鑑を楽しむ～」 

９月 ・「建築物を楽しむ」 

【図書館行事案内】 ８・９月 

 平成２６年度 企画展示 

「いわき四藩のお殿様 

― 平・泉・湯長谷・窪田藩、藩主の変遷 ―」 

いわきに創出された四藩の概観と、歴代藩主（お殿様） 

の年齢や家系などを中心に、その変遷をたどります。 

 

■平成２６年６月２１日（土）～９月２８日（日） 

■いわき総合図書館 ５階 企画展示コーナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 前期常設展示 

「小川江筋とその流れ  

澤村神社所蔵『小川江筋繪図』パネル展」 
澤村神社所蔵の『小川江筋繪図』の複製を展示し、 

江戸時代より、いわきを潤してきた小川江筋の歴史 

などを解説いたします。ぜひご覧ください。 

■平成２６年６月２１日（土）～ 

１１月３０日（日） 

■いわき総合図書館 

５階 地域資料展示コーナー 
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