
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわき総合図書館 

 【図書館歳時記】「『古文書が語る磐城の戊辰史』 

戊辰戦争から 150年に当たる平成 30（2018）年の夏、平安会が『古文書 

が語る磐城の戊辰史』という本を出版した。この本には、いわきでの戊辰戦争 

にまつわる磐城平藩、泉藩、湯長谷藩、幕領小名浜、相馬藩の史料が所収され 

ている。古文書の解読や解題などは、いわき歴史文化研究会が担当した。所収 

された史料のなかに、磐城平藩の先々代の藩主、安藤信正が家老の上坂助太夫 

に宛てた書簡も所収されているが、書かれている内容が大変、興味深い。 

皆様も是非、御一読を。               いわき総合図書館長 夏井芳徳 

た。この本には戊辰戦争から 15 いわき総合図書館長 夏井芳

徳 0 年に当たる平成 30（2018）年の夏、平安会が『古文書が語る磐城の戊辰戦争』とい

う本を出版した。この本には、いわきでの戊辰戦争にまつわる磐城平藩、泉藩、湯長谷藩、

幕領小名浜、相馬藩の史料が所収されている。古文書の解読や解題などは、いわき歴史文化

研究会が担当した。所収された史料のなかに、磐城平藩の先々代の藩主、安藤信正が家老の

上坂助太夫に宛てた書簡も所収されているが、書かれている内容が大変、興味深い。皆様も

是非、御一読を。わきでの戊辰戦争にまつわる磐城平藩、泉藩、湯長谷藩、幕領小名浜、相

馬藩の史料が所収されている。古文書の解読や解題などは、いわき歴史文化研究会が担当し

た。所収された史料のなかに、磐城平藩の先々代の藩主、安藤信正が家老の上坂助太夫に宛

てた書簡も所収されているが、書かれている内容が大変、興味深い。皆様も是非、御一読を。 

 

わきの月を詠む―磐城平藩主、内藤風虎の『桜川』から」 

今年は 

長坂守常）  

 

 

 

 

 

いわき総合図書館長 夏井芳徳 

 

おすすめの本紹介 

「文房具の解剖図鑑」 

 ヨシムラマリ トヨオカアキヒコ∥著 エクスナレッジ 

この本は、私たちが普段何げなく使っている

鉛筆、消しゴム等文房具２３ジャンルについて、

生い立ちや仕組み、使いやすさの理由などを図

解を交えて紹介しています。文房具の多くはヨ

ーロッパやアメリカで誕生したものですが、日本 

人によって改良され、日本の文房具の品質は、どれも世界最高

水準となり、画期的な機能を持った製品が数多く生み出されま

した。登場する文房具は、定番、ロングセラー、話題の新商品な

ど…。珍しいものでも、高級品でもありませんが、技術の粋を集

められて作られた文房具に大きな魅力を感じられる一冊です。 

「夢をかなえるノンシュガーパフェ」 

今井/洋子∥著 主婦の友インフォス  

ヘルシーでかんたんなノンシュガーパフェのレ

シピ集です。砂糖の甘さを甘酒やメープルシロッ

プで代用し、牛乳の代わりには豆乳を使い、卵

や生クリーム、バターも使わずに、甘さの調節や

材料の組み合わせを楽しみながら、チョコパフ 

ェ、いちごパフェ、ブラウニー&アイス、トマトパフェなどの作り方を

紹介しています。体に優しい素材を「まぜて冷やす＆まぜて焼

く」だけで、パフェを食べられたら、夢のようです。トッピングの作り

方や盛りつけのコツも紹介する、お菓子作りが苦手な方、面倒く

さがり屋さんにおすすめの一冊です。 

「もの知りガイド That’sガク」 

 ティーケイシー出版編集部∥編 ティーケイシー出版社 

この本は、「缶詰にも食べどきはあるの？」、

「時計の針はなぜ左回りじゃいけないの？」、「寝

すぎはどうしてつかれるの？」などの、普段私た

ちの日常生活のなかで、常識だと思っていた事

や当たり前だと思っていた事の謎を解き明かし 

てくれます。また、生活の雑学サイエンスから、知ってビックリ体

のサイエンス、歴史・文化の雑学、知って得する雑学いろいろ、

スポーツと体の雑学、家庭で楽しむ料理の雑学まで、さまざま

な分野の雑学が網羅されていますので、雑学に強くなりたい、周

りの人を驚かせてあげたい方におすすめの一冊です。 

「化石になりたい」  

土屋 健∥著 技術評論社  

100万年後に博物館に所蔵されることを目標

に、未来人に発見されやすい場所も考慮に入

れ、自分に関することを化石化する方法をいた

ってマジメに探った本です。「きれいな骨を残す

にはどうしたらいいの?」、「DNAまで残して、華麗 

に研究されたい」、「愛しきペットと暮らした空間を残したい」、「自

分の骨をオパール化したい!」、などの要求も満たしてくれます。

博物館に展示されている化石のように、「自分も飾られてみた

い！」と思っている方にとって、化石のつくりかたがよくわかる必

読の一冊です。 
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【レファレンスサービスの受付件数】 

平成 29年度実績 9,171件 
     （前年度から 951件増） 

 図書館では、口頭や電話のほか、電子メール 

等でもレファレンスを受け付けており、口頭と 

電話での受け付けが 97％以上を占めています。 

即答できる質問から、何日もかけて館内の資料 

にあたって回答するものまで、様々です。 

レファレンスの事例は、国立国会図書館が構 

築し、全国の様々な図書館が登録する「レファ 

レンス協同データベース」に蓄積され、一般の調査研究活動に役立っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レファレンスを活用してますか？】 

レファレンスとは、図書館の資料を使って、知りたい資料や情報を探す 

お手伝いをするサービスです。 

例えば、こういうテーマの資料はありますか？こういう事柄や人物につ 

いて知りたいのですが、どのような資料がありますか？などです。（学校の 

宿題やクイズ・懸賞問題等には回答できません）。いわき市に関するご質問は、市外の方でもお受け

します。生活の中での疑問や調査研究、読書のための資料をお探しの時は、係員におたずねください。 

知っていますか？便利な図書館機能 

1 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子∥著 河出書房新社  1 かがみの孤城 辻村深月∥著 ポプラ社 

2 豆の上で眠る 湊かなえ∥著 新潮社  2 未来 湊かなえ∥著 双葉社 

3 あやかし草紙 宮部みゆき∥著 KADOKAWA   3 大家さんと僕 矢部太郎∥著 新潮社 

4 危険なビーナス 東野圭吾∥著 講談社  4 魔力の胎動 東野圭吾∥著 KADOKAWA 

5 コンビニ人間 村田沙耶香∥著 文藝春秋  5 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子∥著 河出書房新社 

6 素敵な日本人 東野圭吾∥著 光文社  6 ファーストラブ 島本理生∥著 文藝春秋 

7 人魚の眠る家 東野圭吾∥著 幻冬舎  7 漫画君たちはどう生きるか 吉野源三郎∥著 マガジンハウス 

8 この世の春 下 宮部みゆき∥著 新潮社  8 極上の孤独 下重暁子∥著 幻冬舎 

9 火花 又吉直樹∥著 文藝春秋  9 かみさまは小学 5年生 すみれ∥著 サンマーク出版 

10 マスカレード・ナイト 東野圭吾∥著 集英社  10 下町ロケット［3］ 池井戸潤∥著 小学館 

 

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

【テラスで読書を楽しんでみませんか？】 

いわき総合図書館４階の出入り口の向かい側に、6テーブル 18席を備えた 

テラスがあるのをご存知ですか？天候にもよりますが、午前 10時から午後５ 

時までご利用いただけます。飲み物を飲むこともできますので（食べることは 

できません）、調べものや勉強の合間に、いわき駅前の景色を眺めながら一息 

ついたり、シラカシの木陰で風を感じながら、読書を楽しんでみませんか？ 

天候にもよりますが、午前 10時から午後５時までご利用いただけます。 

。 
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図書館からのお知らせ 

【多様な学習機会の提供に努めています】 

図書館では、市民の皆さまの学習活動の支援や図書館支援ボランティアの技術 

向上のため、各種講座を開催し、多様な学習機会の提供に努めています。 

9月、10月の講座やセミナーをお知らせしますので、是非、ご参加ください！ 

☆『読み聞かせボランティア育成講座』「子どもを育てる読み聞かせ～初めの一歩～」 

9月 21日（金）13 時 30分～15時 30 分（いわき総合図書館４階学習室） 

  子どもの読書活動推進のため、絵本の読み聞かせ等を行うボランティアを 

育成する講座 

☆『第２回図書館くらしのセミナー』        

 「あなたの血管、元気ですか？ ストップ！動脈硬化」 

  10月３日（水）14時～15時 30分（いわき総合図書館 4階学習室） 

  市民の皆さまの暮らしに役立つ内容として、「生活習慣病」が引き起こす 

血管の変化「動脈硬化」について学ぶ講座。                              

※希望者には指先 1本で測定できる血管年齢測定を実施！           

【レポート】７月から８月の催し物等 

第 1回 図書館くらしのセミナー 

「今日からできる生活習慣病対策」 

 ７月 26 日、いわき総合図書館４階学習室で、医療法

人 たねだ内科クリニック院長の種田嘉信先生を講師に、

開催し、35 名が参加しました。本年 6 月に、いわき総

合図書館 4 階に「健康・医療情報コーナー」が新設され

たことを記念して開催したものです。 

 生活習慣病とその対策につ 

いて、食べる順番や食べ方に 

ついて、クイズを交えて具体 

的にわかりやすくお話いただ 

き大好評でした。 

科学あそび  

「化石で大昔の地球へ GO！」 

 8 月 1 日、いわき総合図書館４階学習室で、科学読物 

研究会の木甲斐由紀さんを講 

師に開催し、19 名の小学生 

が参加しました。 

 本物の三葉虫やアンモナイ 

トの化石でレプリカを作成し 

たり、木の葉の化石の原石 

を用いた発掘体験をしました。就職活動の参 

発掘体験では、化石が出てく 

るたびに歓声が上がりました。 

図書館古典文学講座 

松尾芭蕉「奥の細道～北陸路を行く～」 

７月 12 日、26 日、８月 9 日の３回にわたり、総合

図書館４階学習室で開催し、約 50 名が参加しました。

講師の夏井芳徳いわき総合図書館長の解説で、松尾芭蕉

の『奥の細道』を越後の国（新潟県）から加賀の国（石

川県）まで読み進め、北陸路をたどりました。 

 受講者から、「奥の細道の 

最終地点、大垣までの講座を 

継続して欲しい」との声が寄 

せられましたが、次回本講座 

の最終テーマとなる予定です。 

定です。 

年 1 

子ども司書育成講座 

 めざせ！キッズ・ライブラリアン 

 8 月 3 日、10 日の２回に 

わたり子ども司書育成講座を 

開催し、8 名が参加しました。 

 1 回目は本の探し方や使い 

方、図書館探検、本の紹介Ｐ 

ＯＰ作りを、2 回目は読み聞か 

せのコツを学んだ後、おはな 

し会での絵本の読み聞かせを 

体験し、参加者には『子ども 

司書認定証』が手渡されました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【News】 常磐図書館が変わりました！ 

常磐図書館は、特別整理期間中の６月 29 日から 7 月 12 日まで休館し、館内の修繕工事を行い

ました。事務スペースを必要最小限に抑え、閲覧スペースの拡張を主として、リニューアルを図りま

した。 

児童閲覧スペースの床はクリーム色に張り替えられ、子どもたちが座ってゆったりと絵本などを読

むことができる、明るく開放的な空間に生まれ変わりました。また、一般用の閲覧スペースには、新

たに閲覧用の椅子を配置しましたので、ゆったりと快適に館内の資料を読むことができるようになり

ました。新しくなった常磐図書館にぜひ足を運んでください。 

図書館行事案内（9月・10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） 

9 月 8 日（土） 午前 11 時から 

9 月２2 日（土）    〃 

10 月 13 日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

9 月 8 日（土） 午前 10 時 30 分から 

10 月 13 日（土）     〃 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

9 月 15 日（土） 午前 10 時 30 分から 

10 月 20 日（土）     〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

9 月 15 日（土） 午前 11 時から 

10 月 20 日（土）    〃 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

9 月 15 日（土） 午前 10 時 30 分から 

10 月 20 日（土）     〃 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

9 月 8 日（土） 午前 11 時から 

10 月 13 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〉 

９月「おつきさまのほん あきのほん」 

10 月「おばけ・まじょのほん 10 年まえのえほん」 

● ４階テーマ展示コーナー〈生活・文学のフロア階段前〉 

9 月 「書名に『月』の入る本」 

10 月 「ダイエット」 

● ５階テーマ展示コーナー〈歴史・科学のフロア階段前〉 

9 月 「そらを見上げて」 

10 月 「鉄道のすべて」 

● ビジネス展示コーナー〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

9 月 「成功する飲食店を目指す！」 

10 月 「ビジネス文書のススメ！」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

9 月 「歴史・伝記を読む」 

10 月 「文学作品を読もう」 

 

 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

●  9 月１5 日（土） 一般向け 

 「マルタ島攻防戦」（99 分） 

● 10 月 20 日（土） 子ども向け 

 「一休さん・かちかちやま ほか」（36 分） 

 

 

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 


