
 

【News】企画展「袋中上人 ‐いわき・沖縄・京都‐」に寄せて 

 

【News】読書の秋は図書館へ！ ～読書週間事業のご案内～ 
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図書館 

平成 27 年 10 月 20 日から平成 28 年 1 月 24 日の会期で、企画展「袋中上人

(たいちゅうしょうにん)―いわき・沖縄・京都－」を開催します。 
袋中は 1552 年、いわき市常磐西郷町で生まれ、1603 年には中国（明）への

渡航を試みましたが、かなわず、その後、3 年間、沖縄（琉球）にとどまり、

中国（明）渡航の機会を待ちましたが結局、望みはかなえられませんでした。 
沖縄（琉球）滞在中、袋中は沖縄（琉球）の歴史書『琉球神道記』を著し、

琉球国王の尚寧王(しょうねいおう)など、沖縄（琉球）の人たちと心からの交

流をしました。 
御観覧のうえ、いわきの歴史の一場面に思いをはせていただければ幸いで

す。 
いわき総合図書館長 夏井 芳徳 

 

企画展 

「袋中上人 －いわき・沖縄・京都－」 
■日時 平成 27年 10月 20日（火）～ 

平成 28年 1月 24日（日） 
■会場 いわき総合図書館５階 企画展示コーナー 

企画展「袋中上人」記念講演会 
「袋中上人 
－いわき・沖縄・京都、その生涯の軌跡－」 

■日時 11月 7日（土）14:00～15:30 
■会場 いわき総合図書館４階 学習室 
■講師 夏井 芳徳（いわき総合図書館長） 
■定員 50名（先着順・中学生以上）10/14受付開始 

「使ってみよう！データベース 
～「ルーラル電子図書館」で暮らしを便利に～」 

■日時 10月 27日（火）13:30～14:50 
■会場 いわき総合図書館 4階 会議室 
■講師 水野 隆史 氏（農山漁村文化協会） 
■定員 15名（先着順） 
 

「絵本をつくろう！」 
■日時 1回目 10月 21日（木）10:30～12:00 

2回目 10月 28日（木）10:30～12:00 
※2回とも参加できる方 

■会場 いわき総合図書館４階 工作アトリエ 
■定員 大人 16名（先着順） 
 

  

  第 2回 図書館くらしのセミナー 

「薬の正しい飲み方・使い方」 
■日時 11月６日（金）13:30～14:40 
■会場 いわき総合図書館４階 学習室 
■講師 吉川 真一 氏（いわき明星大学薬学部 准教授） 
■定員 40名（先着順） 

10/14受付開始 

 

定員に達した場合は募集を終了しますので、ご了承下さい。 

「図書館文章講座」 
■日時 10月 23日（金） 18:30～20:00 

11月  6日（金） 18:30～20:00 
11月 20日（金 ）18:30～20:00 

■会場 いわき総合図書館４階 会議室 
■講師 夏井 芳徳（いわき総合図書館長） 
※定員に達しましたので、募集を終了しました 

 



 

夏休み科学あそび「はこの中に宇宙をつくろう」 

８月３日（月）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、

ミラーシートを使った鏡の実験に挑戦しました。小学生１９名が

参加しました。 

箱に組み立てて中をのぞく 

と、「おおー！」「面白い！」 

と、歓声が上がりました。箱 

の中には、みんなのこだわり 

がたくさんつまった、小さな宇 

宙が広がっていました。 

 

「2015 いわき市就職ガイダンス」 

８月１０日（月）、いわきワシントンホテル椿山荘において、 

「２０１５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、面接やエントリー 

シートの書き方など、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。 

第１回 図書館くらしのセミナー 

「円満な相続と遺言書」 

９月１０日（木）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。福島県金融広報委員会金融広報アドバイ

ザーで弁護士の高橋直也さんを講師に、相続トラブルを防ぐ手

段や遺言書のメリット、デメ 

リットなどを学びました。「相 

続トラブル○×クイズ」にチャ 

レンジしたり、とてもわかりや 

すく説明していただきました。 

３０名の参加がありました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レポート】秋は図書館見学で大にぎわい！ 

 

【レポート】 ８～９月の催し物 

秋は、遠足や学校行事でたくさんのこどもたちが図書館見学に来館します。 

その様子をご紹介します。 

おもしろそうな本は 
見つかったかな？ 

絵本や紙しばいの読み聞かせをしてもらえるよ！ 

図書館の利用方法などについて 
説明を受けます。 

質問コーナーでは 
たくさん手があがりました！ 

たくさん借りていってね♪ 

友達といっしょに本探し。 

みんな真剣な表情で聞き入っています。 

10月 20日から始まる 

読書週間事業 企画展 

「袋中上人 

-いわき・沖縄・京都-」

もお楽しみに！ 

檀王法林寺蔵 
尚寧王筆 袋中上人像 



 

 

昭和 12（1937）年、磐城佑賢学舎長の大和田豊吉

が亡くなり、磐城佑賢学舎は昭和 19（1944）年 3 月

に廃校となりました。旧城跡の校舎の書籍室には、多

くの蔵書が残されていました。正確な数は不明ですが、

1 万冊とも 2 万冊とも伝えられており、膨大な数の蔵

書であったことがうかがえます。 
この蔵書をもとに、図書館建設を切望していた大和

田の遺志を継いだ海外協会（注 1）の志賀哉が、図書

館開館に向けて蔵書の整理を行いました。そして、昭

和 21（1946）年 9 月 1 日、待望の「海外協会佑賢図

書館」が開館しました。 
図書館利用者は、磐城春秋社、いわき民報社、平日

用品交換所の各所で、一枚 50 円で読書券を購入する

必要がありました。購入代金は保証金としていたよう

です。昭和 25（1950）年に「図書館法」が成立する

までは、公立図書館でも入館料を徴収し、貸出しにも

料金や保証金を徴収していました。佑賢図書館もこれ

に倣ったものと思われます。 
また、海外協会は出版事業も行っていたようです。

昭和 26（1951）年には『岩城史』（高萩精玄）、同 28
（1953）年には『日本の年中行事 磐城篇』（岩崎敏

夫）を出版しています。しかし、奥付にある発行所は 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「海外協会図書館」となっており、「佑賢」の文字は

消えていました。所在地も「平市鍛冶町 6」とあるこ

とから、磐城佑賢学舎があった旧城跡からは移転した

ようです。 
 
海外協会図書館のその後について、詳しいことは分

かっていません。残念ながら、大和田が収集した膨大

な数の蔵書は散逸してしまいましたが、石城郡に図書

館がなかった明治 35（1902）年、公立図書館設置の

必要性を声高に説いた大和田の遺志は、その後のいわ

き地方の図書館建設に大きな足跡を残したことは間

違いありません。 
 
注 1）海外協会とは、海外に移住者を多く送り出して

いた県などで、海外思想の普及、移住者のバックアッ

プなどを目的として生まれた非営利の民間団体。 
 
【参考文献】 
・小野浩「ふくしま人 大和田豊吉」 

（「福島民報」平成 25（2013）年 3・4 月連載） 

・岡部牧夫『海を渡った日本人』（山川出版社） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【コラム】 図書館 いまむかし 《第 11 回 お城山の図書館 海外協会佑賢図書館②》 

（「磐城春秋」昭和 21 年 9 月 7 日） 

（「いわき民報」昭和 21 年 9 月 10 日） 



 

視聴覚資料上映会 

いわき総合図書館（４階・会議室） 

午後２時～ 

●１０月 ３日(土） 子ども向け 

「影絵劇 銀河鉄道の夜」              （４８分） 

●１０月１７日(土） 一般向け 

 「劇団四季 人間になりたがった猫」       （１１２分） 

●１１月 ７日(土） 子ども向け 
「一休さん・かちかちやま・かもとりごんべえ」    （３６分） 

●１１月２１日（土） 一般向け  

「家で死ぬということ」                 （９８分） 

 

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） 

１０月１０日（土）  午前１１時～ 

１０月２４日（土）    〃 

１１月１４日（土）    〃 

１１月２８日（土）     〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館） 

１０月２４日（土）  午後２時３０分～ （３階 和室） 

１１月１４日（土）     〃       （２階 会議室） 

●勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室）  

１０月１７日（土）  午前１０時３０分 

１１月２１日（土）     〃 

●常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

   １０月はお休みです。 

１１月１４日（土）  午前１０時３０分から 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

１０月１０日（土）  午前１０時３０分～ 

１１月 ７日（土）     〃 

●四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

   １０月１０日（土）  午前１１時～ 

   １１月１４日（土）  午前１１時～ 

 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

『ぐりとぐら』シリーズ 
『ぐりとぐら』 （1967） 

『ぐりとぐらのおきゃくさま』 （1967） 

『ぐりとぐらのかいすいよく』 （1977） 

『ぐりとぐらのえんそく』 （1983） 

『ぐりとぐらとくるりくら』 （1992） 

『ぐりとぐらの１ねんかん』 （1997） 

『ぐりとぐらのあいうえお』 （2002） 

『ぐりとぐらのおおそうじ』 （2002） 

『ぐりとぐらとすみれちゃん』 （2003） 

『ぐりとぐらのうたうた１２つき』 （2003） 

『ぐりとぐらのおまじない』 （2009） 

『ぐりとぐらのしりとりうた』 （2009） 

 
 

平成２７年度 児童書展示 

「ぐりとぐらのほん」 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

１０月 

・「でんしゃのえほん」（左の展示棚） 

・「電気とわたしたちのくらし」（右の展示棚） 

１１月 

  ・「よみつがれているえほん」（左の展示棚） 

・「電気とわたしたちのくらし」（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〉 

１０月 ・「運動と競技に関する本」 

１１月 ・「特集 外国文学」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

１０月 ・「ノーベル賞についての本」 

１１月 ・「農業に関する本」 

【図書館行事案内】 １０・１１月 

 

■期 間  ９月９日（水）～１１月２３日（日） 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 子どもフロア 

       「あたらしくはいったほん」裏側 

 

いわき市立美術館で開催中の「誕生 50周年記念 ぐり

とぐら展」にあわせ、絵本『ぐりとぐら』シリーズと、

作者の中川李枝子さんの本を展示しています。 

貸出しもできますので、ぜひご覧ください！ 
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