
 

【News】２０１５ 年間貸出ベスト１０ 発表！ 

 

【News】「かもまる」が「第 1 回図書館キャラクター・グランプリ」で入賞！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 がたんごとんがたんごとん 安西水丸 福音館書店 

2 
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 

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 
かいけつゾロリの 
大金もち 

原ゆたか ポプラ社 

5 
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 

6 
かいけつゾロリの 
じごくりょこう 

原ゆたか ポプラ社 

6 ばいばい まついのりこ 偕成社 

8 
かいけつゾロリの 
おばけ大さくせん 

原ゆたか ポプラ社 

9 かいけつゾロリつかまる!! 原ゆたか ポプラ社 

10 
かいけつゾロリ 
はなよめとゾロリじょう 

原ゆたか ポプラ社 

1 村上海賊の娘 上 和田 竜 新潮社 

2 祈りの幕が下りる時 東野圭吾 講談社 

3 虚ろな十字架 東野圭吾 光文社 

4 夢幻花 東野圭吾 PHP研究所 

5 ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾 角川書店 

6 豆の上で眠る 湊かなえ 新潮社 

7 村上海賊の娘 下 和田 竜 新潮社 

8 ペテロの葬列 宮部みゆき 集英社 

9 海賊とよばれた男 上 百田尚樹 講談社 

10 銀翼のイカロス 池井戸潤 
ダイヤモ

ンド社 
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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？ 

２０１５年、いわき市立図書館でいちばん読まれた本は、「２０１４年本屋大賞」受賞作の 

『村上海賊の娘 上巻』でした！ 

いわき市立図書館キャラクターの「かもまる」が、先日、

横浜で開催された「第 17回 図書館総合展」の「第 1回 図

書館キャラクター・グランプリ」で、見事入賞しました！ 

「かもまる」がエントリーした「見た目で勝負」部門は、 

全国各地の図書館キャラクター61 人が参加した激戦区でし

たが、【来場者投票】と【審査委員会賞】のダブル受賞を

果たしました！応援してくれた皆さま、ありがとうござい

ました。 

これからも、いわき市立図書館の“宣伝部長”として、

がんばります！！ 

◆一般書 ベスト１０◆ ◆児童書 ベスト１０◆ 

一般書は、東野圭吾さんや宮部みゆきさんなど

人気作家に加え、ドラマ『下町ロケット』が好

評だった池井戸潤さんもランクイン。児童書

は、「かいけつゾロリ」シリーズが大人気のな

か、赤ちゃんパック絵本の『がたんごとんがた

んごとん』が 1 位と大健闘です！ 

いわき市立図書館キャラクター 

「かもまる」 



 

「第３０回 手づくり絵本展」 

  １２月８日（火）～１３日（日）まで、いわき総合図書館・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 

５５２点が展示されました。 

たくさんの方が来場し、家 

族や友人の作品を手に取っ 

たり、お気に入りの作品に 

メッセージカードで感想を書 

いたりしていました。 

講演会 

「袋中上人 いわき・沖縄・京都、その生涯の軌跡」 

１１月７日（土）午後２時から、いわき総合図書館で開催しま

した。いわき総合図書館の夏井芳徳館長を講師に、戦国時代

のいわきで生まれ、沖縄や京都 

で活躍した僧、袋中上人（たい 

ちゅうしょうにん）の生涯につい 

て講義しました。65 名が参加 

し、いわきが生んだ名僧の生 

涯に思いを馳せていました。 

「絵本をつくろう！」 

１０月２１日（水）、１０月２８日（水）午前１０時３０分から、

いわき総合図書館・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、みなさん満足 

そうでした。 

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」 

１１月６日（金）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。いわき明星大学薬学部 吉川真一准教授

をお招きし、「薬の正しい飲み 

方・使い方」をテーマに開催し 

ました。薬の歴史から始まり、 

薬の用法・用量の大事さを解 

説していただきました。 

 

 

 

「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～」 

１０月２７日（火）午後１時３０分から、いわき総合図書館・会

議室で開催しました。農山漁村文化協会の水野隆史さんを

講師に、農文協のデータ 

ベース「ルーラル電子図書館」 

の便利な活用方法について 

説明していただきました。 

14 名が参加し、質問も多く 

寄せられました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レポート】 １０～１月の催し物 

 

【レポート】 読書週間の催しが終了しました！ 

「第3９回吉野せい賞 作品募集ポスター展」 

１２月１２日（土）～１月７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」の応募作品 

全７７点を展示しました。 

「冬休みこども映画会」 

１２月２４日（木）、２５日（金）、１月６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、「ゆう 

かんな十人のきょうだい」「忍 

たま乱太郎の地震用心・火の 

用心」などのアニメを楽しみ 

ました。 

「図書館文章講座」 

１０月２３日（金）から３回

連続で、いわき総合図書

館・会議室で開催。いわき

総合図書館の夏井芳徳館

長を講師に、文章作法など

について学びました。 

 



 

 

いわき総合図書館の前身は、戦後の昭和 23（1948）
年 8 月 23 日に開館した「平市公民館図書部」ですが、

戦前にも、図書館と呼ばれる施設はありました。 
明治後期から大正期にかけ、全国的に青年団などが

設立する図書館が急増します。東京はもちろん、地方

でも、青年団や教育会などが主体となった、小学校付

設の新聞雑誌縦覧所や簡易図書館が生まれ、それにと

もない図書館の利用者が増えました。 
福島県でも、明治 33（1900）年に発足した田村郡

三春町の「鷹巣青年会附属教育図書館」をはじめ、県

内各地に多くの青年団を中心とした図書館がつくら

れるようになりました。 
戦前のいわきでも、青年団や篤志家によって図書館

がつくられましたが、ほとんど記録が残っておらず、

よくわかっていません。 
 

【私立平図書館】 

平町では、平町青年会が設立した「私立平図書館」

が、大正 4（1915）年 12 月 26 日に平第一尋常高等小

学校内（現在の平第一小学校）に開館しました。公立

の認可は受けておらず、私立図書館として運営してい

ました。 
しかし、この「私立平図書館」について、大正 14

（1925）年 1 月 15 日付の「常磐毎日新聞」では、「地

の利を得ていないのと蔵書の僅少との點（てん）に於

て殆んど有名無實である」と報じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
『福島県立図書館要覧 昭和 9 年』によれば、「私

立平図書館」の年間閲覧者数は 43 人、蔵書数は 653
冊という記録が残っています。昭和 3（1928）年当時、

平町の現住人口は 26,289 人でしたから（注 1）、町民

にほとんど利用されていなかったことがわかります。 
明治から大正、昭和にかけ、電気、電話、鉄道、上

水道などの都市基盤が整備され、急速に近代化が進ん

だ平町ですが、文化施設といえば交通の便が悪く、蔵

書も少なかった「私立平図書館」だけでした。 
そのため、公立図書館設置を求める声は、次第に高

まります。図書館建設論は新聞でもたびたび報じられ、

これに便乗した詐欺事件まで起きてしまうのです。

（【写真】昭和 14 年 3 月 23 日付「常磐毎日新聞」） 

 
「私立平図書館」のその後について、定かではあり

ませんが、現存する『福島県立図書館要覧』の「県内

図書館一覧」によれば、昭和 16（1941）年頃まで存

在していたことが確認できます。 
昭和 16 年 12 月には太平洋戦争が始まり、戦争が激

化するなか、昭和 20（1945）年 7 月には平第一小学

校の校舎が爆撃を受け、多数の死傷者を出しました。

このような戦時下の混乱のなか、「私立平図書館」は

自然消滅したものと思われます。 
なお、市民待望の公立図書館設置は、昭和 23 年 8

月の「平市公民館図書部」の開館を待たなければなり

ませんでした。 
注 1）『平町勢一斑』（山崎活版所 1928）より 

【コラム】 図書館 いまむかし 《第 12 回  戦前のいわきの図書館①》 

（「福島新聞」大正 5 年 1 月 12 日） 

（「常磐毎日新聞」大正14年 1月 15日） （「常磐毎日新聞」昭和 14 年 3 月 23 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～ 

●１月９日(土） 子ども向け 

「シンデレラ/フランダースの犬/アラジンと魔法のランプ」 

（３６分） 

●１月１６日(土） 一般向け 

 「上海特急」 （マレーネ・ディートリッヒ∥出演）  （８２分） 

●２月６日(土） 子ども向け 
「えものはどこだ」 （五味太郎∥原作） （２７分） 

●２月２０日（土） 一般向け  

「蝉しぐれ」 (藤沢周平∥原作・市川染五郎∥出演) （１３０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） 

１月 ９日（土）  午前１１時～ 

１月２３日（土）    〃 

２月１３日（土）    〃 

２月２７日（土）     〃 

３月１２日（土）    〃 

３月２６日（土）    〃 

●小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

１月 ９日（土）  午後２時３０分～ 

２月１３日（土）     〃 

３月１２日（土）     〃 

●勿来図書館（植田公民館２階和室） 

１月１６日（土）  午前１０時３０分 

２月２０日（土）     〃 

３月１９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。 

３月１２日（土）     〃 

●内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

１月 ９日（土）  午前１０時３０分～ 

２月１３日（土）     〃 

３月１２日（土）     〃 

●四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

   １月 ９日（土）  午前１１時００分～ 

   ２月１３日（土）     〃 

３月１２日（土）     〃 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

 

平成２７年度 第３回 図書館くらしのセミナー 

「スマホ・ケータイ安全教室＜シニア向け＞」 
  スマートホンの操作を体験し、それを活かした緊急時の

災害対応について学んでみませんか？ 

 

 
 

平成２７年度 後期常設展示 

「磐梯山ジオパーク展 

～磐梯山ジオパークがつなぐ、大地と自然と人の物語～」 

全国に 39箇所あるジオパークの魅力と、 

2011年 9月に東北初の日本ジオパークの認定を 

受けた「磐梯山ジオパーク」の見どころや楽しみ 

方を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

●４階子ども展示コーナー 〈おはなしのへや入口〉 

１月 

・「ふゆのえほん」（左の展示棚） 

・「小さな生き物」（右の展示棚） 

２月 

・「ことば・かずのえほん」（左の展示棚） 

・「化石と生物の進化」（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 ・「新たなことへ挑戦するための本」 

２月 ・「戯曲を読んで演劇を見に行こう！！ブレヒトの本と戯曲」 

●５階テーマ展示コーナー〈歴史･科学のフロア階段前〉 

１月 ・「『真田丸』の時代」 

２月 ・「月と星についての本」 

【図書館行事案内】 １～３月 

 

■期 間  ２月２４日（水）～５月２２日（日） 

■ところ  いわき総合図書館 ５階 企画展示コーナー 

        

 

■と き  ２月１０日（水） （２回開催予定） 

         ※どちらも同じ内容、どちらか一方の参加 

      【第１回】１３：３０～１５：００ 【第２回】１５：３０～１７：００ 

■ところ  いわき総合図書館 ４階 学習室 

平成２７年度 企画展示 

「図書探訪 いわきの文学者-小説編-」 
 
 いわきの先人を再顕彰し、その生い立ちや業績を紹

介する企画展「図書探訪 いわきの人物」シリーズ。

今回は「図書探訪 いわきの文学者-小説編-」を開催

します。 

 

 

 

 

■期 間 

１月２６日（火） 

～５月２９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 
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