
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いわき総合図書館 

 【図書館歳時記】 西山宗因「奥州紀行」展の開催 

いわき総合図書館(５階企画展示コーナー、会期６月 22 日～10 月 27 日)で、「西山宗因『奥州紀行』

展」が開催されています。 

談林派俳諧の祖、西山宗因（1605～1682 年）は、江戸時代初めの寛文３（1662）年、いわきの地

を訪れ、その際のことなどを「奥州紀行」に書き綴りました。7 月 20 日過ぎ、宗因はいわきに入り、翌

月の８月 16 日頃まで滞在し、その後、相馬中村など、福島県の浜通りを旅して、松島に向かいました。

また、松島からの帰りには福島、二本松、三春を経て、再び、いわきに入り、数日間を過ごし、8 月の末

に、いわきを離れ、白河を経て、江戸に戻りました。当時のいわきの様子などを思い浮かべながら、宗因

の「奥州紀行」の世界を味わい、楽しんでいただければ幸いです。   いわき総合図書館長 夏井芳徳 

 

おすすめの本紹介 

「晩節の研究」 （一般書・伝記） 

 河合 敦∥著  幻冬舎  

江戸時代の博物学者で戯作者の「平賀源

内」は、勘違いが原因の喧嘩で相手を殺してし

まい、獄中で亡くなっているのをご存じですか？

この本は、日本史の教科書や時代劇にも登場

するおなじみの人物達、古代の「小野妹子」から 

近代の「斎藤茂吉」まで様々な分野の３０人のエピソードを紹介

し、一般的に知られている事件や出来事の「その後」を書いた本

です。自分の為した偉業に恥じない人生を送った人物もいれ

ば、意外な最期を迎えた人物もいます。 

偉人・賢人たちの意外な一面を知ることができる一冊です。 

「エジソン ネズミの海底大冒険」 （児童書・絵本） 

トーベン・クールマン∥作  金原 瑞人∥訳 

 ブロンズ新社  

この本は、ネズミの世界を描いた絵本です。

ネズミの世界にも大学があり、その大学の教授

のもとに、「先祖が残した宝さがしを手伝ってほし

い」と子ネズミが訪ねてきます。子ネズミの好奇 

心と教授の知識で、海に沈んだ船の中にある宝のありかをつきと

めますが、子ネズミと教授のネズミは、どうやって海底までたどり

つくのか、先祖の宝とは、そしてエジソンとのつながりとは…。     

精巧で緻密なタッチで描かれるイラストが，読み手を物語に

引き込んでくれる作品です。 

「はっぱのおうち」（児童書・絵本） 

林明子∥絵 征矢清∥作  福音館書店 

雨の季節にぴったりの絵本です。女の子が

ひとりで庭で遊んでいると、ぽつんぽつんと

雨が降り始めました。女の子は木の下の「は

っぱのおうち」で雨宿りすることにしまし

た。このおうちには先にかまきりが雨宿りし 

ていて、あとからもんしろちょう、こがねむし、てんとう

むし、ありと、つぎつぎと小さな虫がやってきます。林明

子さんの絵が、穏やかな雨降りの様子を淡く繊細なタッチ

で表現しています。1985 年に出版され、長い間読み継がれ

ている絵本です。 

「しずかな魔女」 （ティーンズ・小説） 

市川 朔久子‖作  岩崎書店     

この本は、物語の中の物語を楽しめる本で

す。学校に行けなくなってしまい図書館に通

う日々を送る中１の草子は、ある日、ふとし

たことをきっかけに、初めてレファレンスを

希望します。やがて司書の深津さんから渡 

されたのは「しずかな魔女」というタイトルの白い紙の束。

それは、ふたりの女の子のまぶしい、ひと夏の物語でした。 

気持ちを言葉にすることがむずかしいと感じている草

子に手渡された物語が、草子のこころを内側からくすぐる

ようにほぐしていきます。図書館を舞台としたお話です。 
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【視聴覚ライブラリー】 
視聴覚ライブラリーは、幼児から大人まで幅 

広い年代の方が利用できる視聴覚教材を収集し、 

社会教育関係団体を対象に貸出を行っています。 

本年３月末現在、910 点の視聴覚教材を所蔵 

しています。 

また、視聴覚ライブラリーの教材を活用して、 

夏休みに市内 5 か所で子ども映画会を開催します。 

詳しくは、いわき総合図書館へお問い合わせ 

ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
かいけつゾロリのようか
い大うんどうかい 原ゆたか∥著 ポプラ社  1 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ∥著 文藝春秋 

2 マスカレード・ホテル 東野圭吾∥著 集英社  2 一切なりゆき 樹木希林∥著 文藝春秋 

3 この世の春 上 宮部みゆき∥著 新潮社  3 沈黙のパレード 東野圭吾∥著 文藝春秋 

4 コンビニ人間 村田沙耶香∥著 文藝春秋  4 大家さんと僕 矢部太郎∥著 新潮社 

5 かいけつゾロリのじごくりょこう 原ゆたか∥著 ポプラ社  5 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき∥著 文藝春秋 

6 人魚の眠る家 東野圭吾∥著 幻冬舎  6 樹木希林120の遺言 樹木希林∥著 宝島社 

7 まつらひ 村山由佳∥著 文藝春秋  7 ノースライト 横山秀夫∥著 新潮社 

8 魔力の胎動 東野圭吾∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  8 かみさまは小学 5 年生 すみれ∥著 サンマーク出版 

9 ラプラスの魔女 東野圭吾∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  9 傲慢と善良 辻村深月∥著 朝日新聞出版 

10 あやかし草紙 宮部みゆき∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ  10 検事の信義 柚月裕子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

貸出 TOP10 予約 TOP10 

図書館豆知識

知っていますか？ サモア独立国のホストタウン 

ホストタウンとは、2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会や、ラグ 

ビーワールドカップ 2019 に参加する国や地域と交流を図り、地域を活性化させ 

る取組みを行う自治体のことで、いわき市はサモア独立国のホストタウンです。 

サモア独立国は、南太平洋の火山性の島々からなる島国で、ラグビーは、同国 

の国民的スポーツです。 

いわき総合図書館では、写真パネルやパンフレットとともに、「サモアとラグビ 

ーの本」というテーマで、オリンピック・パラリンピックやラグビーに関する図 

書を展示しています。 

市内でラグビーワールドカップ 2019 の事前合宿を行う、同国ラグビーチーム 

を応援しましょう！ 

 

【ティーンズコーナー】 

いわき総合図書館 4 階、自販機のあるラウンジ入り口附近にあります。 

このコーナーは、10 代のみなさんに読んでほしい本を、人生・進路・趣味 

など、テーマを絞り込んで、そろえています。 

暑い夏も、快適な図書館で、読書を楽しんでみませんか？ 

本と向き合うその向こうには、自分自身がいるかもしれません。 
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第 1 回図書館くらしのセミナー 

 「がんは2人に1人！情報は力」を開催しました！ 

 6 月 26 日（水）いわき総合図書館 4 階学習室で開催

し、37 名が参加しました。国立がん研究センターがん情

報プロジェクト事務局の伊東氏による、「がん情報ギフト

と信頼できる情報」について、及び、いわき市医療セン

ターの會田氏による「いわき市医療センターのがん相談

支援センター」について 

の講演を熱心に聞き入って 

いました。また、当日は、 

館内で「出張がん相談」も 

行い、好評でした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図書館からのお知らせ 

【催し物にご参加ください！】 

市立図書館では、図書などの資料の貸出以外に、様々な催し物を開催しています。ご参加ください！ 

☆『夏休みこども映画会』事前申込不要 

７月 24 日（水）13 時 30 分～15 時 
（いわき産業創造館 企画展示ホール） 

７月 25 日（木）10 時～11 時 30 分 （常磐公民館 2 階 第一会議室） 
７月 25 日（木）14 時～15 時 30 分 （四倉公民館 2 階 ホール） 
７月 29 日（月）14 時～15 時 30 分 （植田公民館 1 階 講堂） 
７月 31 日（水）10 時～11 時 30 分 （内郷公民館 3 階 会議室 1） 

☆『科学あそび』…「見るってどんなこと？～目のふしぎとくるくるアニメ作り～」 

７月 26 日（金）1３時 30 分～15 時 30 分 （いわき総合図書館 4 階 学習室） 

☆『らいぶらり寄席』…「ちびっこらくごかい」 （いわき総合図書館 4 階 よみきかせひろば） 

7 月 31 日（水）13 時 30 分～14 時    小学３年生以下の子どもと保護者 
14 時 30 分～15 時１０分 小学 4 年生～中学 3 年生くらい 

☆『子ども司書育成講座』…「めざせ！キッズ・ライブラリアン」 

8 月 2 日（金）、8 月 9 日（金）10 時 30 分～15 時 （いわき総合図書館 4 階 工作アトリエ） 

 

令和元年度 前期常設展 

「資料から探る塩屋埼灯台の歴史」 

6 月 22 日(土) ～12 月 22 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、塩屋埼灯台の明治 32

（1899）年の初点灯から 120 年の歴史を、資料や写真

で紹介しています。内容は、豊間 

の歴史と地理、初代の塩屋埼灯台、 

２代目の塩屋埼灯台、灯台を守る 

人々などです。海を照らし、人々 

の生活を守り続け、様々なドラマ 

を秘めた塩屋埼灯台の歴史をご覧 

になってみませんか？ 

 

 

令和元年度 企画展 西山宗因「奥州紀行」展 

 6月22日（土）～10月27日（日）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。 

江戸時代前期の連歌師・俳諧師の西山宗因は 1662 年、 

いわきを訪れ、その際の様子を「奥州紀行」に書き残し

ました。今回は、「奥州紀行」と 

その現代訳パネル、期間限定で 

「奥州紀行巻」（勿来関文学歴史 

館所蔵）などの資料を展示し、宗 

因といわきのつながりや、宗因の 

目に映った当時のいわきの様子を 

紹介しています。 

 

「いわき資料コーナースポット展示」 

を実施しました。 

 いわき資料コーナースポット展示は、地域に関するタ

イムリーな話題にスポットを当て、所蔵資料で紹介して

います。5 月 10 日（金）～6 月 9 日（日）まで、いわ

き総合図書館 5 階いわき資料コーナーで、「平成 30 年度

いわき民報ふるさと出版文 

化賞」の受賞作品を展示し 

ました。来場者は、実際に 

本を手にとりながら、地域 

の多彩な出版文化を感じて 

いました。 

【レポート】５月から６月の催し物等 



 

いわき総合図書館 ４階 会議室 午後２時～ 

● ７月 20 日（土） 一般向け 

 「それぞれのヒーローたち」 （60 分） 

※7 月は午前 11 時、午後 2 時の 2 回上映 

● ８月 17 日（土） 子ども向け 

 「バックス・バニー1」（30 分） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国立がん研究センターでは、「がんになっても安心して生活できる社会」を目指して、すべての人

が、必要なときに、信頼できるがんの情報を得られる地域づくりに向けた活動として、全国の図書

館に「がん情報ギフト（がんに関する冊子やラック等のセット）」の寄贈を企業や団体、個人からの

寄付により行っています。 

このたび、福島県内で初めて、いわき総合図書館に寄贈していただ 

いたことから、4 階の「健康・医療情報コーナー」に設置しました。 

情報は力になります。 

知っていることで、より良い治療や 

療養生活の選択肢が広がります。 

国立がん研究センターや、いわき市 

医療センターの「がん相談支援センタ 

ー」等と連携を図りながら、今後も、 

みなさんの役に立つ、信頼できる情報 

の提供に積極的に取り組んでまいりま 

すので、どうぞ、ご活用ください。   4 階「健康・医療情報コーナー」 寄贈いただいた「がん情報ギフト」 
                     

【News】国立がん研究センターから「がん情報ギフト」をいただきました

図書館行事案内（７月・８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） 

 ７月１3 日（土） 午前 11 時から 

 ７月２7 日（土）    〃 

 ８月１0 日（土）    〃 

● 小名浜図書館（小名浜公民館２階会議室） 

 ７月１3 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月１0 日（土）    〃 

● 勿来図書館（植田公民館３階視聴覚室） 

 ７月２0 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月１7 日（土）     〃 

● 常磐図書館（常磐公民館２階和室） 

７月２0 日（土） 午前 11 時から 

● 内郷図書館（内郷公民館２階和室） 

７月２0 日（土） 午前 10 時 30 分から 

 ８月 17 日（土）     〃  

※8 月は内郷公民館３階視聴覚室 

● 四倉図書館（チャイルドハウスふくまる） 

７月１3 日（土） 午前 11 時から 

 ８月 10 日（土） 午前 11 時から（四倉公民館） 

   〃      午後 １時３０分から（ふくまる） 

※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〉 

７月「夏休みの宿題 おうえんします！」・「なつのえほん」 

８月「夏休みの宿題 おうえんします！」・「なつのえほん」 

● ４階テーマ展示コーナー〈生活・文学のフロア階段前〉 

７月 「疲れてる？そんなあなたにこの 1 冊！」 

８月 「ラグビーに関する本」 

● ５階テーマ展示コーナー〈歴史・科学のフロア階段前〉 

７月 「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」 

８月 「水の役割」 

● ビジネス展示コーナー〈歴史・科学のフロアトイレ前〉 

７月 「整理のススメ」 

８月 「時間術・段取り術」 

● 国際資料展示コーナー〈いわき資料カウンター脇〉 

７月 「建築」 

８月 「芸術」 

 

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 


