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いわき民報ふるさと出版文化賞とは 

いわき民報社主催。平成 18 年、いわき民報の創立 60 周年を記念して創設された。小説・詩・短

歌・俳句・川柳などの文芸、調査・研究報告・記念誌などの記録、伝記・随筆・その他を対象に、市内

在住者または市内に通勤・通学している人の出版物を顕彰し、いわきの文化の発展に寄与すること

を目的に実施している。 

「いわき民報ふるさと出版文化賞」に関する資料の探し方① 

《第１回～第５回》 
平成 28 年 7 月 発行 

 

 

 

 

 

 

１．図書 

（１）資料検索システムで調べる 

書名・著者名・件名などにキーワードを入力して検索します。キーワードがあいまいな場合は、

「～で始まる」（前方一致）、「～を含む」（中間一致）などの条件付けをうまく使いましょう。 

 

◆平成 18 年度（第１回）                 【いわき民報掲載日：平成 18 年 12 月 1 日】 

 受賞作品 内 容 分 類 

最優秀賞 
『いわきの鳥』 

（戸沢 章∥著） 

1974～2003 年までに収集したデータをもとに、いわ

きにおける鳥類 229 種の生息状況についてまとめたも

の。 

地域 488 ﾄ 

優秀賞 
『ござった物語 其ノ弐』 

（佐藤礼右∥著） 

江戸時代、市井の片隅で精一杯生きようとしている人々

の姿や心情を綴った物語集。 
地域 F ｻｲ 

優秀賞 
『磐城物産志』 

（夏井芳徳∥翻刻） 

大須賀筠軒の『磐城物産志』を翻刻したもの。磐城、磐

前、菊多、楢葉の四郡の鉱物、海産物、農産物、林産物、

工芸品などの加工産品 35 種について取り上げている。 

地域 602 ｵ 

特別賞 『心に残るいくさの記憶 いわき』 
心に残るいくさの記憶いわき出版委員会発行。いわき市

民の戦争体験記集。 
地域 916 ｺｺ 

 

 

◆平成 19 年度（第２回）                 【いわき民報掲載日：平成 19 年 12 月 18 日】 

最優秀賞 
『常磐地方の鉱山鉄道』 

（おやけこういち∥著） 

常磐炭田内に数多く存在した鉄道・軌道の全容を、丹念

に調査している。写真や図版も多く掲載されており、目

でも楽しめる。 

地域 561 ｵ 

優秀賞 
『マバラカットの空遠く』 

（釜野井真一∥著） 

神風特攻隊の一員であった中野磐雄少尉（南相馬市原町

区出身）の、誕生から特攻に至るまでを綴っている。 
地域 916 ｶﾏ 

優秀賞 
『茄子の花  高橋安子歌集』 

（高橋安子∥著） 

昭和 50 年から平成 17 年までの 30 年間に詠まれた短

歌 481 首を収録した、著者最初で最後の歌集。 
地域 911.1 ﾀｶ 

特別賞 『白球の軌跡』 
磐城高等学校野球部創部百周年記念誌。明治 39 年の創

部から、平成 18 年までの歴史がまとめられている。 
地域 783 ｲ 

特別賞 
『おかげさまで助かったわが命』 

（大舘 忠∥著） 

平成 15 年に交通事故に遭い、車椅子生活となった著者

の自伝。 
地域 289 ｵｵ 
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◆平成 20 年度（第３回）                 【いわき民報掲載日：平成 20 年 12 月 9 日】 

最優秀賞 
『春風秋霜』 

（網代光平∥著） 

副題は「自分史的教育随想」。永年、小学校教員として

教職に就いた経験をもとに書かれた、自伝的教育論。 
地域 289 ｱｼﾞ 

優秀賞 俳誌『浜通り』（130 号） 浜通り俳句協会発行。昭和 44 年 2 月創刊の俳句雑誌。 地域 911.3 ﾊﾏ 

特別賞 
『佐藤長次兵衛日記』 

（佐藤 豊∥解読） 

中神谷村名主、笠間藩神谷陣屋の御宿役であった佐藤長

次兵衛の江戸幕末期日記。子孫にあたる著者が、十数年

かけて解読した。全三冊。 

地域 210.5-1 ｻ 

特別賞 『列島の考古学Ⅱ』 
いわき市出身である渡辺誠名古屋大学名誉教授の古希を

祝って出版した、氏への献呈論文集。 
地域 210.2-2 ﾚ 

 

◆平成 21 年度（第４回）                 【いわき民報掲載日：平成 21 年 11 月 21 日】 

最優秀賞 
『教育の原点=教師の情熱』 

（桑原秀夫∥著） 

教育の中心は、特殊教育の中にこそある。 

特殊教育、特別支援教育に永年携わってきた著者の、情

熱と功績の軌跡をたどる一冊。 

地域 378 ｸ 

優秀賞 
『僕の本著者=幽霊&妻』 

（大谷則秀∥著） 

あの世からの一時帰宅した「僕」は、天使と一緒に最後

の家族旅行へ出掛ける。涙と笑いのスピリチュアル・フ

ァンタジー小説。 

地域 F ｵｵ 

優秀賞 
『麹の匂い 松﨑美穂子歌集』 

（松﨑美穂子∥著） 

日常の農作業や家族を詠った、著者の第一歌集。昭和 58

年から平成 20 年までの作品 466 首を収録。 
地域 911.1 ﾏﾂ 

特別賞 『いわきのお宮とお祭り』 

いわき市神社総代会創立 50 周年記念事業として発行。

いわきの神社 319 社の概要と祭事、芸能などについて

まとめられている。 

地域 175 ｲ 

 

◆平成 22 年度（第５回）                 【いわき民報掲載日：平成 23 年 1 月 22 日】 

最優秀賞 
『一本松と杉の子の約束』 

（稲村 泉∥著） 

小さな山間の小学校を舞台に、９人の子ども達と新米先

生の心の交流を描いた物語。 
地域 F ｲﾅ 

優秀賞 
『縄のれん』 

（曽我朗子∥著） 

いわき市平で居酒屋を営んでいた著者の日常を詠った、

等身大の歌集。 
地域 911.1 ｿｶﾞ 

優秀賞 
『邂逅』 

（高橋彦彦∥著） 

平成 11 年から平成 21 年までに詠まれた 300 句を収

録した俳句集。 
地域 911.3 ﾀｶ 

特別賞 『物語 私たちの歩んできた道』 

社会福祉法人 希望の杜福祉会の法人設立 10 周年記念

誌。同会の活動を通じて、精神障がい者を取り巻く社会

状況の変化などを知ることができる。 

地域 369 ｷ 

 

◆平成 23 年度 

東日本大震災発生のため開催なし 

 

２．逐次刊行物 

  受賞作の発表や、表彰式の模様は新聞原紙で確認できます。 
 

『夕刊 いわき民報』（いわき民報社） [当年・昨年分は 4 階新聞コーナー それ以前のものは書庫] 

３．インターネットで情報収集 

○いわき民報社ホームページ  http://www.iwaki-minpo.co.jp/ 


