
『記憶に残る廃村旅』 291.0-ア（一般書）

浅原 昭生 著 実業之日本社

『フォンターネ 山小屋の生活』 974/コニ

（一般書） パオロ・コニェッティ著

新潮社（新潮クレスト・ブックス）

30歳を迎え、仕事にも恋愛にも人間関係にも行き

詰まった作家の「僕」は、ミラノでの生活に疲れ、本

だけを携えてアルプス山麓の山小屋に籠ります。

本書は、『帰れない山』が国際的ベストセラーと

なったイタリアの作家、パオロ・コニェッティが、一

軒の山小屋を借り、静寂のなか、自らの苦悩と向き

合った日々の記録です。

自然の描写が美しく、読むとアルプスの山々が目に

浮かびます。美しくも、時に厳しい自然は、「僕」の

心を癒したように、読者の心も癒すのです。

読書を通して自然の雄大さ、人を癒すやさしさを感

じることができる１冊です。

廃村とは、過疎地帯などで、今は人の居住しなく

なった村、また市町村合併などにより、存在しなく

なった村と定義されています。

この本では、著者の浅原さんが、約40年の間に訪

ねた全国各地の廃村1,025ヵ所の中から、印象に強

く残った50ヵ所をピックアップして写真付きで紹介

しています。

廃村というと重い感じがするかもしれませんが、

廃村という現実を知ることで、「人口減少の時代、

どのような未来が望ましいのか」を、改めて考えて

みませんか。

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。

『堀内誠一 絵の世界』 726.6-ホ（一般書）

堀内 誠一 画 林 綾野 著 平凡社

堀内誠一は、デザイナー、イラストレーターとして

活躍しましたが、「くろうまブランキー」「たろうの

おでかけ」「ちのはなし」など、絵本作家としても多

彩な絵本を世に残しました。

この本は、めくるめく創作の世界を生きた堀内誠一

の絵本作品を中心に、子ども時代の絵画、旅先からの

絵手紙、手書きの地図など、「描く人」としての豊か

な絵の世界を追い続けた１冊です。

幼い頃から絵本に親しみ、絵を描くことを愛し、生

きる喜び、描くことへのまっすぐな想いを貫き通した

堀内の作品にふれてみてください。

『はじめてのベジ・ガーデン』 626.9-ハ

（一般書） 矢田 陽介 著 成美堂出版

ベジタブル・ガーデン、略してベジ・ガーデンとは、

ガーデニング感覚で野菜やハーブづくりを行う植物と

の新しい付き合い方。普通のガーデンのように花も楽

しめ、本格的な家庭菜園ほどではないけれど、自分で

育て、収穫も味わえます。

ベジ・ガーデンは見て楽しめるキッチンガーデン、

つまり鑑賞と収穫を楽しむ庭と言ってもよいでしょう。

食べられるものを育てる楽しさと美しさを両立させら

れるベジ・ガーデンは、きっと暮らしに彩りをもたら

してくれるはず。今日からさっそく、はじめてみては

いかがでしょうか。
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おすすめの本紹介

特別整理期間のため休館します!!

≪各図書館の休館日程≫

◆四倉図書館 ５月 ９日(月)～5月14日(土) 6日間

◆内郷図書館 ５月16日(月)～5月21日(土) 6日間

◆常磐図書館 ５月23日(月)～5月28日(土) 6日間

◆勿来図書館 ５月30日(月)～6月 4日(土) 6日間

◆小名浜図書館 6月 6日(月)～6月11日(土) 6日間

◆いわき総合図書館 6月13日(月)～6月24日(金)  12日間

特別整理期間中の図書館

の蔵書の搬送はできません。

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。あらかじめご了承

願います。

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、ＣＤ・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。



４階展示 ５階展示 ビジネス展示 健康・医療情報展示

810,00

三千円の使いかた 原田　ひ香 中央公論新社9

(令和4年３月末現在) (令和4年4月18日現在)

順位 書　名 著者名 出版社 順位 書　名 著者名 出版社

東野　圭吾 幻冬舎

2 希望の糸 東野　圭吾 講談社 2 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ

1 クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社 1 白鳥とコウモリ

中央公論新社

奇跡 林　真理子 講談社

青山　美智子 PHP研究所赤と青とエスキース

4 きたきた捕物帖 宮部みゆき PHP研究所 4 同志少女よ、敵を撃て 逢坂　冬馬 早川書房

3
ブラック・ショーマンと名
もなき町の殺人

東野　圭吾 光文社 3 透明な螺旋 東野　圭吾 文藝春秋

6 魂手形 宮部みゆき KADOKAWA 6

5 さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社 5

8 52ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社

7 母の待つ里 浅田　次郎 新潮社

8 黒牢城 米澤　穂信 KADOKAWA

7 心淋し川 西條　奈加 集英社

9 そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋

10  硝子の塔の殺人 知念　実希人 実業之日本社10 流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社

岩崎書店

8 トイレロケット

(令和4年4月18日現在)

順位 書　名 著者名 出版社 順位 書　名 著者名 出版社

3
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

5 ペネロペうみへいく
アン・グット
マン

岩崎書店

6
ほねほねザウルス 10
ティラノ・ベビーと４人
のまほうつかい

カバヤ食品株
式会社

岩崎書店

はっとり　ひ
ろき

講談社

2
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 7 モチモチの木 斎藤　隆介 岩崎書店

1
ペネロペおねえさんにな
る

アン・グット
マン

10
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

4
ペネロペのはるなつあき
ふゆ

アン・グット
マン

岩崎書店 9 ペネロペのいちにち
アン・グッド
マン

岩崎書店

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

16日～30日
タイトルに
一目惚れ

Green 〈財産〉を耕す
“5”からはじまる世
界へようこそ！

旅する本

Let's try 家庭菜園 犬 資産運用 発達障がい

 1日～15日
新緑の季節
若葉の本たち

新緑の季節
若葉の本たち

新緑の季節
若葉の本たち

新緑の季節
若葉の本たち

新緑の季節
若葉の本たち

貸出 TOP 10 予約 TOP 10

展示テーマのお知らせ（５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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