
 

【News】２０１４ 年間貸出ベスト１０ 発表！ 

 

【News】厚生労働大臣表彰が贈呈されました！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
かいけつゾロリの 
きょうふのプレゼント 

原ゆたか ポプラ社 

2 
かいけつゾロリの 
きょうふのサッカー 

原ゆたか ポプラ社 

3 
かいけつゾロリの 
まほうつかいのでし 

原ゆたか ポプラ社 

4 かいけつゾロリつかまる!! 原ゆたか ポプラ社 

5 
かいけつゾロリの 
きょうふの大ジャンプ 

原ゆたか ポプラ社 

6 
かいけつゾロリの 
きょうふの宝さがし 

原ゆたか ポプラ社 

6 
かいけつゾロリの 
大金もち 

原ゆたか ポプラ社 

8 ぽんぽんポコポコ 長谷川義史 金の星社 

9 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 

10 
かいけつゾロリの 
じごくりょこう 

原ゆたか ポプラ社 

1 ホテルローヤル 桜木紫乃 集英社 

2 夢幻花 東野圭吾 PHP研究所 

3 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 

4 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 

5 虚像の道化師 東野圭吾 文藝春秋 

6 新参者 東野圭吾 講談社 

7 海賊とよばれた男 上 百田尚樹 講談社 

8 
色彩を持たない多崎つ
くると、彼の巡礼の年 

村上春樹 文藝春秋 

9 海賊とよばれた男 下 百田尚樹 講談社 

10 マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 
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図書館 

いわき市立図書館で昨年１年間、たくさんの方に読まれた本ベスト１０の発表です！読書の

参考にしてみてはいかがでしょうか？ 

２０１４年、いわき市立図書館でいちばん読まれた本は、直木賞受賞作の『ホテルローヤル』でした！ 

市立図書館で活動しているボランティア団体に「平成２６年

度ボランティア功労者に対する厚生労働大臣表彰」が贈呈され

ました。 

表彰を受けたのは、昭和５９年より小名浜図書館でおはなし

会を開催している「サークルにじ」と、 

昭和６０年より勿来図書館でおなはし会 

を開催している「ふしぎなポケット」の 

２団体です。ともに、永年にわたりボラ 

ンティアとして多くの子供たちに読書の 

楽しさを伝え、子供の読書活動の推進に 

積極的に取り組んでおられます。おめで 

とうございます！ 

◆一般書 ベスト１０◆ ◆児童書 ベスト１０◆ 

▲10 月 27 日、本庁舎第 3 会議室にて贈呈式が行

われました。左側が「ふしぎなポケット」代表の工藤

滋子さん、右側が「サークルにじ」代表の猪狩正子  

さんです。 

一般書は、人気作家の東野圭吾さんの作品

が半数以上を占めています。 

児童書は、「かいけつゾロリ」シリーズが

大人気です。赤ちゃんパック絵本の『ぽん

ぽんポコポコ』、『がたんごとんがたんごと

ん』もランクインです！ 

 



 

「第 29 回 手づくり絵本展」 

  １２月９日（火）～１４日（日）まで、いわき総合図書館４階学

習室で開催しました。幼児から大人まで、幅広い年齢層による

様々なアイディア溢れる作品３１２点 

が展示されました。 

たくさんの方が来場し、お 

気に入りの作品にメッセー 

ジカードで感想を書くなど 

していました。 

企画展「八橋検校」記念講演会 

「日本伝統音楽の愉しみ」 

１０月２５日（土）午後１時３０分から、いわき総合図書館 学

習室で開催しました。いわき市出身の都山流尺八奏者の神永

大輔さん、生田流箏奏者の 

中嶋ひかるさんをお招きし 

て、演奏を交えた講演会を 

開催しました。「六段の調」 

など３曲を演奏。５０名の参 

加者は熱心に耳を傾けてい 

ました。 

 

「絵本をつくろう！」 

１０月２３日（木）、１０月３０日（木）午前１０時３０分から、

いわき総合図書館の工作アトリエで開催しました。色画用紙

などを使い、オリジナルの絵本づくりに挑戦しました。 

1 回目は絵本の中身を 

描き、２回目は絵本を組み 

立てる作業を行いました。 

“世界に１冊だけの絵本” 

の完成に、みなさんうれし 

そうでした。 

第２回 図書館くらしのセミナー 

「くらしに役立つ天気と防災の話」 

１１月５日（水）午後１時３０分から、いわき総合図書館 学習

室で開催しました。気象予報士の椰良幸広さんを講師に、「天

気と防災」をテーマに講義し 

て頂きました。ドライアイスを 

使った竜巻の実験など、天気 

についてとてもわかりやすい 

説明でした。２０代から７０代 

まで、２９名が参加しました。 

 

「使ってみよう！データベース 

～データベースミニ講習会～」 

１１月６日（木）午後３時から、いわき総合図書館のビジネス

支援コーナーで開催しました。紀伊國屋書店の楠哲二さんを

講師に、４回コースで開催。 

１４名が参加し、新聞記事や 

辞書事典、法律関係のデー 

タベースの基本的な操作方 

法などを学びました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レポート】 １０～１２月の催し物 

 

【レポート】 読書週間の催しが終了しました！ 

「第 38 回吉野せい賞 作品募集ポスター展」 

 １２月１３日（土）～１月８日（木）まで、いわき総合

図書館４階ソファーコーナーで開催しました。 

 中学生、高校生を対象に募集した「吉野せい賞作品募集

ポスター」に応募された全作品３８点を展示しました。 

「冬休みこども映画会」 

１２月２４日（水）～２６日（金）、１月７日（水）、市内の各図書

館で恒例の「冬休みこども映画会」 

を開催しました。 

各会場とも大勢のちびっ子 

や親子連れが来場し、「年神 

様とお正月」などのアニメを楽し 

んでいました。 

企画展「生誕四〇〇年記念 八橋検校」 

好評のうち会期終了いたしました。 

たくさんの皆さまのご来場、ありが 

とうございました！ 



 

 

いわき市は平成 11(1999)年 7 月、「いわき市中心市

街地まちづくり基本計画」を策定します。この基本計

画で、いわき駅周辺地区は都市核のひとつとされてお

り、平成 13(2001)年 1 月には、このいわき駅周辺に総

合型図書館を整備する方針が示されます。 
いわき駅前再開発ビルへの入居が公式に示された

のは、平成 13 年 11 月の「いわき市中心市街地街づく

り協議会」との意見交換会でのことです。さらに、同

年のいわき市議会 12 月定例会において、四家啓助市

長（当時）は行政報告のなかで、「総合型図書館と産

業交流拠点施設を、いわき駅前再開発ビルに導入する

ことが最善と判断した」と述べました。市は、翌平成

14 年度から総合型図書館の基本計画の策定を開始し

ます。 
また、平成 13 年 7 月には学識経験者などを構成員

とした「いわき市総合型図書館整備検討懇談会」が発

足、8 月には図書館司書などを中心としたメンバーを

構成員とした「総合型図書館整備検討ワーキンググル

ープ」を庁内に設置し、「いわき駅前地区市街地再開

発事業」と連携を図りながら、事業化に向けたフロア

レイアウト、蔵書計画、情報システム等に関する検討

結果をまとめます。 
この時点では、いわき駅前再開発ビルは地下 1 階、

地上 14 階の予定でした。このうち、図書館は 4 階～8 
階に配置されることになっており、5 フロア構成とな

っていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
しかし、平成 14(2002)年 4 月のいわき駅前再開発に 

関する都市計画の決定により、再開発ビルは施設計画

の大幅な見直しを行うことになります。この結果、平

成 15(2003)年 11 月には、地上 8 階、地下 2 階の現在

の形となります。この再開発ビル施設計画の大幅な見

直しに伴い、総合型図書館の施設計画も 5 フロア構成

から 2 フロア構成へ変更するなど、幾度も計画の変更

を経て、平成 17(2005)年 4 月、教育委員会生涯学習課

内に「図書館整備検討プロジェクト・チーム」を設置

します。図書や書架等備品の整備、新図書館情報シス

テム構築・整備、運営体制検討等の供用開始準備に入

りました。 
平成 19(2007)年 5 月には、「いわき総合図書館」と

名称が決まり、7 月には一部業務委託業者の公募を行

います。9 月からは新図書館情報システム導入のため

市内の全図書館を休館とする等、総合図書館の開館へ

向けて一気に加速します。そして 10 月 25 日、中心市

街地活性化の起爆剤としての期待を受け、いわき駅前

再開発ビル「ラトブ」の 4・5 階に開館しました。 
平成 6(1994)年に「総合型図書館構想」が打ち出さ

れてから、13 年が経過していました。   

【コラム】市立図書館 いまむかし 《第８回 総合型図書館構想② いわき総合図書館オープン》 

（「いわき民報」平成 13 年 1 月 19 日） （「いわき民報」平成 16 年 2 月 21 日） 



 

     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） 

１月１０日（土）  午前１１時～ 

１月２４日（土）    〃 

２月１４日（土）    〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

３月までお休みです。  

●勿来図書館（植田公民館２階和室）  

１月１７日（土）  午前１０時３０時～ 

２月１４日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

   １・２月はお休みです。 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

１月１０日（土）  午前１０時３０分～ 

２月１４日（土）     〃 

●四倉図書館（四倉公民館１階和室）  

   ３月までお休みです。 

※都合により日程・会場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～ 

●１月 ３日(土） 子ども向け 

「宮西達也劇場 おまえうまそうだな Vol.1」  （24 分） 

●１月１７日(土） 一般向け 

 「赤毛のアン」                    （90 分） 

●２月７日(土） 子ども向け 
「ハローキティのヘンゼルとグレーテル 

マイメロディの赤ずきん」          （25 分） 

●２月２１日（土） 一般向け 

「大河ドラマ 八重の桜 総集編 1」      （108 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

２～３月  

・「にほん・せかいのむかしばなし」（左の展示棚） 

・「いろいろなエネルギー」（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〉 

１月 ・「色彩に関する本」 

２月 ・｢特集！お菓子の本」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

１月 ・「幕末の本」 

２月 ・「日本について考える」 

【図書館行事案内】 １・２月 

 平成２６年度後期 常設展示 

「東日本大震災浜通りの記録と記憶 

アーカイブ写真展」 
いわき明星大学復興事業センターとの共 

催で、震災関連の写真や資料を展示し、震 

災の記録と記憶を振り返ります。 

■と き 平成２６年１２月５日（金） 

～平成２７年５月３１日（日） 

■ところ いわき総合図書館 

５階 地域資料展示コーナー 

企画展示 

「図書探訪 いわきの文学者 短歌・俳句編」 
いわき市にゆかりのある歌人 3 名・俳人 2 名 

（天田愚庵・高久晩霞・草野比佐男・大須賀乙字・ 

渡辺何鳴）と、その作品を紹介します。 

 

■と き ２月２４日（火）～５月２４日（日） 

■ところ いわき総合図書館 ５階 企画展示コーナー 

「いわき太平洋・島サミット２０１５ 

開催記念巡回パネル展」  

今年 5 月に開催する「いわき太平洋・島サミット 2015」 

の参加国の紹介と、9 月にプレイベントとして行われた「太 

平洋諸国舞踊祭」や、各国舞踊団と市民の皆様との交流 

の様子などを収めたパネル展を開催します｡ 

 

■と き ２月７日（土）～２月１９日（木） 

■ところ いわき総合図書館 ４階 ソファーコーナー 

平成２６年度 第３回 図書館くらしのセミナー 

「食品の安全と放射線量」  

今年度最後の「図書館くらしのセミナー」です。 

みなさんのご参加をお待ちしています！ 

 

■と き  ２月２８日（土） 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  星 蔦雄 氏 （いわき市放射線量低減アドバイザー） 

先着４０名（無料） 

石川弘子さん（久之浜在住）講演会 

「わたしが撮った 3.11 -久之浜の記憶-」  

■と き  ２月１４日（土） 午後１時～２時４５分 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 会議室 

■定 員 ２０名（無料） 

■主催・問合せ いわき地域復興センター（38-7132） 
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