
『わが心のうた』

K/914.6-カン（地域資料）菅野 豫 著
『小松左京全集 50 －小松左京自伝―』

918.6/コマ/50 （一般書）

小松 左京 著 イオ

小松左京氏は星新一氏、筒井康隆氏と共に「SF御

三家」と呼ばれ、日本のSF界をけん引しました。小

説家の枠を超えて、様々な分野の人々と交流し、日本

論や文化論、文明論を語り、執筆し、様々な活動をし

ました。「日本沈没」（1973）があまりに有名で未

来を予言したとも言われていますが、本人は敗戦の経

験を踏まえて「歴史を学ぶことで未来の道筋を見出そ

うと提唱してきた。」と述べています。

戦後最大の知識人と言われ、未来へ向けて科学と哲

学、文学を結び付けた、小松左京氏の自伝は時代を反

映して大変興味深く、作品と共にお勧めします。

第44回吉野せい賞の特別賞に、過去最高齢のいわ

き市小川町の菅野 豫（かんの よ）さん96歳の小説

『山吹の花』が受賞されましたが、その原形が入って

いる本です。

菅野さんの人生のいろいろなターニングポイントで

の出来事が綴られている短編集で、とても親近感を感

じる本です。この中には、第27回吉野せい賞奨励賞

受賞作品の『ゆずり葉』も入っています。

人生の先輩の本『わが心のうた』、おすすめの一冊

です。

「図書館くらしのセミナー」が4/24に延期になりました！

3月12日に開催予定だった図書館くらしのセミナー「スマホや

デジタル機器の子どもへの影響と対応」が市新型コロナ感染拡大防

止のための集中対策の実施に伴い、次の通り日程を変更し開催いた

します。ただいま受付中です！（4月1日現在）

『世界史と時事ニュースが同時にわかる新地政学』

312.9-ハ（一般書） 長谷川 敦 著

朝日新聞出版

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や、米中関係、

中国と東アジア、中東情勢など、世界各地では国家間

の争いが後を絶ちません。こういったニュースを聞く

たび、「なぜこんなことが起きるのか？」と疑問に思

う方も多いのではないでしょうか？その疑問を解く鍵

が「地政学」です。

本書では、地政学の基礎知識から、対立が続くロシ

アとヨーロッパ、思惑が絡む中東情勢など、図解マッ

プや写真などで分かりやすく解説しています。

これからの日本はどうなるのか。世界の動きを通し

て、改めて考えてみませんか？

『4人の子どもを東大理三に合格させた佐藤ママ

が教えるわが子の知能と心を育てる「読み聞か

せ」！』

C-019-サ（一般書） 佐藤 亮子 著 水王舎

4人の子ども全員を東大理三（医学部）に合格させ

た佐藤ママが、子育て成功のカギは「絵本の読み聞か

せだった」と実体験を通し語っています。

また、子どもの心にいつまでも響く読み方のポイン

トや、読み聞かせを親子で楽しく続けるためのコツな

どを解説し、オススメ絵本も紹介しています。

著者は、子どもたちの真っ白な心に、人間の美しい

言葉、温かい感情を描くことは、子どもを幸福な人生

へ導くと説いています。その一助として本書をぜひ読

んでみませんか？
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(令和4年2月末現在) (令和4年3月23日現在)

集英社 4

町田そのこ 中央公論新社

透明な螺旋 東野　圭吾 文藝春秋

52ヘルツのクジラたち

黒牢城 米澤　穂信 KADOKAWA

1 希望の糸 東野　圭吾 講談社 1 白鳥とコウモリ 東野　圭吾 幻冬舎

順位 書　名 著者名 出版社 順位 書　名 著者名 出版社

2 きたきた捕物帖 宮部みゆき PHP研究所 2

3 さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社 3

(令和4年3月20日現在)

母の待つ里 浅田　次郎 新潮社

4 心淋し川 西條　奈加

琥珀の夏

16日～30日
ひとみキラキラ
本にどきどき

ひとみキラキラ
本にどきどき

ひとみキラキラ
本にどきどき

ひとみキラキラ
本にどきどき

ひとみキラキラ
本にどきどき

 1日～15日 YELL（エール）
勿来図書館開館50
周年

春を感じて 春うらら 春色の本

辻村　深月 文藝春秋

筋肉は裏切らない 植物のはなし SDGｓ 食生活・食餌療法

（歴史・科学のﾌﾛｱｶｳﾝﾀｰ前） （健康・医療情報ｺｰﾅｰ）（歴史・科学のﾌﾛｱ階段前）（生活・文学のﾌﾛｱ階段前）

小説8050 林　真理子 新潮社

10 黒牢城 米澤　穂信 KADOKAWA 10 探花 今野　敏 新潮社

9

クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社 5

6 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 6

5

8 天才 石原慎太郎 幻冬舎 8 奇跡 林　真理子 講談社

7 魂手形 宮部みゆき KADOKAWA 7 李王家の縁談 林　真理子 文藝春秋

ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社 9

書　名 著者名 出版社

1
999ひきのきょうだい
のおひっこし（うごくえ
ほんチルビー）

木村　研 モーニング 6
そらとぶパン（うごくえ
ほんチルビー）

深見　春夫 モーニング

順位 書　名 著者名 出版社 順位

3
999ひきのきょうだい
（うごくえほんチルビー）

木村　研 モーニング 8 モチモチの木 電子版 斎藤　隆介 岩崎書店

ぴっけやまのおならくらべ
（うごくえほんチルビー）

かさい　まり モーニング2
ペネロペおねえさんにな
る

アン・グット
マン

岩崎書店 7

ペネロペのはるなつあき
ふゆ

アン・グット
マン

岩崎書店

5 ペネロペうみへいく
アン・グット
マン

岩崎書店 10 トイレロケット
はっとり　ひ
ろき

講談社

4 どうぞのいす 香山　美子 モーニング 9

貸出 TOP 10 予約 TOP 10

展示テーマのお知らせ（４月）

いわき総合図書館

市電子図書館 の 貸出 ランキング

小名浜図書館 勿来図書館 常磐図書館 内郷図書館 四倉図書館

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン、

タブレット端末などがあれば、どこでも読書が楽しめる

「いわき市電子図書館」が昨年の12月にオープンしまし

た。詳しくは、ご利用ガイドをご覧ください。
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