
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき総合図書館 

 【図書館歳時記】「ｱﾕの塩焼き？それとも、塩引き？－俳句集『桜川』で知る江戸時代のいわき」 

磐城平藩、内藤家第３代藩主、内藤義概(よしむね・風虎(ふうこ))が松山玖也(きゅうや)に命じ、編纂させた俳

句集『桜川』（延宝 2（1674）年）には7,000句ほどの俳句が所収されている。そこには、いわきゆかりの

作者の句もたくさん所収されていて、それらの句から当時のいわきの様子を知ることができる。 
 

「みちのく中塩と云(いう)所にて  腸(わた)取りて 中塩入(いれ)よ 鮎の魚」岩城住 露沾(ろせん・内藤義英） 
 

中塩は現在の平、中塩だろう。近くを流れる鎌田（夏井）川でアユを捕まえ、はらわたを取り出し、そ

こに塩を入れ、アユを食したのであろうか？ いや、中塩を入れるというのは塩漬けにして、貯蔵する（塩

蔵、塩引き）ための作業かもしれない？               いわき総合図書館長 夏井芳徳 

 

おすすめの本紹介 

「人間力を高める読書法」 

 武田鉄矢∥著 プレジデント社 

俳優武田鉄矢が、20年以上もパーソナリティを

務めているラジオ番組で紹介した 1,000冊もの

本の中から、ビジネスマンの生き方に役立ちそう

な１２冊を独自の視点から解説した本。「実用

性ばかりを求めないで広い分野の本を読んでお 

くことは、人生を豊かにすることだと思う。」と言うだけに、現代哲

学から、戦記物、健康本など、選んだ本のジャンルは様々。人

生経験も読書量も豊かな 65歳の熱い語り口に誘われて、読み

進めれば、全冊を読破したかのような満足感が…。忙しくて時間

がない、そんな人に、ぜひおすすめしたい 1冊です。 

「絆 ～走れ奇跡の子馬～」 

島田明宏∥著 集英社  

舞台は、千年の伝統を誇る世界最大級の馬の

祭り「相馬野馬追い」が開かれる福島県南相馬

市。2011年 3月 11日、津波の被害にあった

牧場で、ただ 1頭生き残ったシロが命とひきかえ

に産みおとした芦毛の仔馬は、「ﾘﾔﾝﾄﾞﾉｰﾙ（北の 

絆）」と名付けられ、競走馬として育てられていきます。震災によ

る放射能汚染の風評被害に負けずに進んでいく牧場主家族の

姿は、感動的で、福島に暮らす私達の心に響きます。作家の伊

集院静さんが、「祈りが奇跡になる物語」としているのも、納得の

作品です。馬がお好きな人に、ぜひおすすめしたい 1冊です。 

「ナビラとマララ ～対ﾃﾛ戦争～に巻き込まれた二人の少女」 

 宮田律∥著 講談社  

ナビラとマララは二人ともパキスタンの部

族地域出身ですが、イスラムの国々への「対

テロ戦争」の犠牲となり、それぞれ大きな傷

を負いました。 その後、二人の少女の境遇

は、大きく変わってしまいました。ナビラさ 

んは、世界の平和のためには、攻撃や復讐を繰り返すより

も、話し合いで解決すべきだと訴えています。この本では、

二人の少女に何が起きたかを紹介しながら、アメリカとイ

スラムの関係の変遷や、パキスタンの部族地域の実態につ

いてもわかりやすく解説しています。 

 この本をきっかけに、イスラム世界につい

て考えてみてはいかがでしょうか。 

「愛着障害 -子ども時代を引きずる人々-」  

岡田尊司∥著 光文社  

一般的に「愛着」とは、「なれ親しんだもの

に深く心が引かれること」を言いますが、こ

の本で紹介している「愛着」は、英語の

attachment(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ)を訳した心理学用語

で、「危機を感じた時に特定の人に接触(ｱﾀｯ 

ﾁ)して：安心を得ること」を意味しています。子どもには

特定の人との安定した安心感や信頼感がとても大切で、そ

れがないと愛着が形作られません。愛着は人格形成の土台

で、対人関係や行動の形を決めます。この本を読んで子育

てや周りの関係を見直してみてはいかがでしょうか  
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【平成 28 年度貸出冊数】 
  
市立６図書館：1,535,763 冊 
総合図書館 ： 808,312 冊 

 

いわき市立図書館の年間貸出冊数は、県内 

市町村で 1位、東北の中核市でも 5 市中 1 

位と健闘しています。 

 1 人当りでも 4.63 冊と東北の中核市では 

5 市中 1 位です。全国 1 位は、豊中市の 

9.21 冊ですので、さらに上位を目指してい 

ます。是非図書館をご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パスファインダーを活用してみてはいかがですか？】 

パスファインダーとは、あるテーマに関する資料や情報を探すための手順を 

簡単にまとめたものです。所蔵検索や雑誌記事検索やインターネット検索をするときにカギとなる

『キーワード』や、図書、雑誌、新聞など情報源別に、検索方法とそのテーマにあった『資料の探し

方、資料の紹介』で構成されています。図書館で迷子にならずに効率的に探している資料を見つける

ためには、パスファインダーを活用するのがおすすめです。ご自由にお持ちいただくことができます

ので、調べ学習や郷土史研究に役立ててみてはいかがでしょうか。 

 

知っていますか？便利な図書館機能 

1 人魚の眠る家 東野圭吾∥著 幻冬舎  1 蜜蜂と遠雷 恩田陸∥著 幻冬舎 

2 虚ろな十字架 東野圭吾∥著 光文社  2 コンビニ人間 村田沙耶香∥著 文藝春秋 

3 羊と鋼の森 宮下奈都∥著 文藝春秋  3 騎士団長殺し 第 1部 村上春樹∥著 新潮社 

4 祈りの幕が下りる時 東野圭吾∥著 講談社  4 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子∥著 小学館 

5 夢幻花 東野圭吾∥著 PHP研究所  5 コーヒーが冷めないうちに 川口俊和∥著 ｻﾝﾏｰｸ出版 

6 火花 又吉直樹∥著 文藝春秋  6 危険なビーナス 東野圭吾∥著 講談社 

7 海の見える理髪店 荻原浩∥著 集英社  7 騎士団長殺し 第 2部 村上春樹∥著 新潮社 

8 恋のゴンドラ 東野圭吾∥著 実業之日本社  8 火花 又吉直樹∥著 文藝春秋 

9 悲嘆の門 宮部みゆき∥著 毎日新聞社  9 みかづき 森絵都∥著 集英社 

10 希望荘 宮部みゆき∥著 小学館  10 恋のゴンドラ 東野圭吾∥著 実業之日本社 

 

シリーズ 数字で見るいわきの図書館 

貸出 TOP10 予約 TOP10 

図書館豆知識

図書館では年に 1 度「蔵書点検」をしています！ 

蔵書点検とは、図書館の図書等がきちんと館内にあるか、正しい位置に配架しているか、 

破損している本や内容が古すぎて蔵書とするにはふさわしくない図書がないかなど、図書館の図書等の正しい

所在や現況を確かめる作業です。蔵書点検の作業は、館内の図書等一冊一冊を所蔵データと照らし合わせ、所

蔵状況が一致するかを確かめます。一致しないものについては、館内を探すことになります。 

ご利用される方にご不便をかけますが、点検期間は図書館を特別整理期間として休館し作業を行っています。 
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図書館からのお知らせ 

【特別整理期間のため休館します】 

いわき市立図書館は、蔵書点検・館内整理のため、次の日程で休館いたします。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ご迷惑をおかけしますが、 

                                  ご理解とご協力をお願い 

                                 いたします。 

〈各図書館の休館日程〉 

◆四倉図書館    ５月 15 日（月）～５月 20 日（土） 

◆内郷図書館    ５月 22 日（月）～５月 27 日（土） 

◆勿来図書館    ５月 29 日（月）～６月  ３日（土） 

◆小名浜図書館   ６月  ５日（月）～６月 10 日（土） 

◆いわき総合図書館 ６月 12 日（月）～６月 23 日（金） 

◆常磐図書館    ６月 26 日（月）～７月  １日（土） 

 

※勿来図書館については、公民館の電気設備工事に伴い、

５月 26 日から休館となります。 

※ 期間中、図書の返却はブックポ

ストをご利用ください。なお、Ｃ

Ｄ・ＤＶＤ・ビデオは壊れやすい

ので、特別整理期間終了後、直接

カウンターまでお持ちください。 

※ 特別整理期間中の図書館の蔵

書の搬送はできないため、予約

いただいてもしばらくお待ちい

ただくことになります。 
 

 

 

【レポート】１月から４月の催し物 

企画展示 

「新島襄が見た「いわき」‐その１‐」 

 １月 31 日（火）～６月６日（火）まで、いわき総合

図書館５階企画展示コーナーで開催しています。1864

年、新島襄が函館紀行の途次、いわきに逗留した際に、

新島がいわきを歩き、中之作や磐城平などの地理や歴史、

人々の暮らし、町の様子、物産などについて、自ら見聞

したことを詳細に書き記しました。当時のいわきの様子

や歴史を深く掘り下げるとともに、記述を残した新島襄

についても 

取り上げ、 

パネルや関 

連資料で紹 

介していま 

す。 

 

 

 

 

 

常設展示 

「写真でみる いわき市誕生」 

 ２月６日（月）～６月４日（日）まで、いわき総合図

書館５階地域資料展示コーナーで開催しています。 

昨年 10 月に市制施行 50 

周年を迎えた「いわき市」。 

50 周年という大きな節目 

を迎えるにあたり、いわ 

き市誕生の経緯や、これ 

までの歴史を振り返るこ 

とができる写真など、様々な資料を展示しています。 

子ども読書の日記念行事 

「あかちゃんへのおはなしかい」 

４月 22 日(土)午前 11 時から 

読みきかせひろばで開催し、46 

名が参加しました。絵本の読み聞 

かせや手あそびなど、笑顔あふれ 

る時間となりました。 

図書館古典文学講座 

「奥の細道～いよいよ福島へ～」 

１月 18 日（水）、２月１日（水）、２月 15 日（水）

の３回にわたり、いわき総合図書 

館４階学習室で開催し、約４0 名 

が参加しました。夏井芳徳館長が、 

芭蕉の『奥の細道』の句などから 

当時の生活や考えを読み解き、栃 

木県内や福島県内での芭蕉と曾良の足跡を追いました。 

 

 

第３回 図書館くらしのセミナー 

「「ｽﾄﾚｽ」とうまくつきあってみませんか？」 

２月８日(水) いわき総合図書館４階学習室で開催し、

約 39 名が参加しました。いわき明星大学教養学部准教

授の大島先生より、ストレスに負けないココロ作りや、

前向きな気分になる方法をご紹介していただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】 総合図書館が文部科学大臣表彰をいただきました！ 

平成 29 年４月 23 日（日）に国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された「平成 29

年度子どもの読書活動推進フォーラム」において、いわき総合図書館が「平成 29 年度子どもの読書

活動優秀実践図書館」として文部科学大臣表彰をいただきました。 

この表彰は、子どもの読書活動の推進に資するため、広く子どもの読書活動についての関心と理解

を深め、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める特色ある優れた取組等を行っている学校、図

書館及び団体（個人）に対し、平成 14 年度から文部科学大臣が表彰するものです。 

いわき総合図書館は、月２回のおはなし会、あかちゃんへのおはなしかい、赤ちゃんへのはじめて

の絵本事業など様々な取組を継続・実施していることが評価され、福島県内の図書館としてはいわき 

総合図書館のみが受賞となりました。 

これからも、子どもたちを取り巻く読書環境

を整備し、小さい時から自ら進んで読書を楽し

めるように、良い本と出会い、いつでも本を手

にすることが出来る環境づくりに積極的に取り

組んでいきます。 

図書館行事案内（5 月・6 月） 

 

【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） 

 ５月 13 日（土） 午前 11 時から 

 ５月 27 日（土）    〃 

 ６月 10 日（土）    〃 

 ６月 24 日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

 ５月 13 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ６月は特別整理期間のためお休みします。 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

 ５月 20 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 6 月 17 日（土）     〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

５月 13 日（土） 午前 11 時から 

 ６月 10 日（土）    〃 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

５月 13 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 6 月 17 日（土）     〃 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

５月 13 日（土） 午前 11 時から 

 ６月 10 日（土）    〃 

※都合により日程・会場が変更になる場合があります。 

 

● ４階子ども展示コーナー〈おはなしのへや入り口〉 

５月「みんなだいすきアイスクリーム」 

６月「かえるのほん」 

● ４階テーマ展示コーナー〈生活・文学のフロア階段前〉 

５月 「家事に関する本」 

６月 「食と健康」 

● ５階テーマ展示コーナー〈歴史・科学のフロア階段前〉 

５月 「伝説・神話・民話を読んでみよう」 

６月 「放送の歴史」 

● ビジネス展示コーナー〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

５月 「5 月病に負けないために」 

６月 「ビジネス文書のキホン」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

５月 「ＷＡＢＩ ＳＡＢＩ」 

６月 「日本語を学ぼう」 

 

 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

● 5 月 20 日（土） 子ども向け 

 「かわいいミッフィー」 （35 分） 

● ６月 17 日（土） 

 特別整理期間のためお休みします。 

 

 

いわき総合図書館 展示棚のテーマ 

視聴覚資料上映会 

おはなし会 


