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貸出ランキング（4/16～5/15） 

①『希望の糸』      東野圭吾  《Ｆヒ》 

②『ライオンのおやつ』  小川 糸  《Ｆオ》 

③『落日』        湊かなえ  《Ｆミ》 

④『コンビニ人間』    村田沙耶香 《Ｆム》 

〃『半沢直樹 アルルカンと道化師』 

池井戸潤  《Ｆイ》 

 

 

４月・５月発表文学賞 

予約ランキング（4/16～5/15） 

①『白鳥とコウモリ』    東野圭吾  《Ｆヒ》 

②『52ヘルツのクジラたち』 町田そのこ 《Ｆマ》 

③『エレジーは流れない』  三浦しをん 《Ｆミ》 

④『臨床の砦』       夏川草介  《Ｆナ》 

⑤『新謎解きはディナーのあとで』  

東川篤哉  《Ｆヒ》 

 

 

 

 

暑中見舞い 
６月 15日は「暑中見舞いの日」です。1950（昭和

25）年のこの日、当時の郵政省が初めて暑中見舞い用

の絵入りはがきを発売したことから記念日になりました。 

暑中見舞いを送る時期は、二十四節気の小暑から立

秋の前日にかけてが通例です。国立天文台によると、今

年の小暑は７月７日、立秋は８月７日です。立秋の前日

までに届かない場合は、残暑見舞いを送ります。 

暑中見舞いの由来は、昔、お盆に里

帰りする際、ご先祖様にお供え物を持

参したことに始まります。それが江戸時

代になると、お世話になった人へ品物

を持参してあいさつに伺う習慣になり、

直接訪ねるのが困難な遠方の人には、

飛脚を使って品物や書状を届けるよう

になりました。そしてその習慣もやがて

簡略化され、距離にかかわらずあいさ

つ状を送るように変わっていきました。

明治時代以降は郵便制度が発達した

ため、はがきによるあいさつが広がり、現在のような形に

なりました。また一方で、お盆に品物を贈る習慣は、お中

元へと受け継がれていきました。 

夏の暑い盛りに、健康を気遣う便りが届くのはうれし

いものです。特に今は新型コロナウイルスの影響で、人

と直接会う機会が減っています。普段なかなか会えない

人や、お世話になっている人へ、暑中見舞いを書いてみ

ませんか。

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 本屋大賞   『52ヘルツのクジラたち』  町田そのこ 《Ｆマ》 

第 40回 新田次郎文学賞  『商う狼』    永井紗耶子 《Ｆナ》 

第 45回 川端康成文学賞   「マジックミラー」  千葉雅也     未出版 

※『ことばと vol.1』《905コ１》、『新潮 2021年 6月号』《雑誌コーナー》に掲載 
 

第 37回 太宰治賞   「birth」   山家 望   未出版 

第 34回 山本周五郎賞   『テスカトリポカ』   佐藤 究  《Ｆサ》 

第 34回 三島由紀夫賞   『旅する練習』   乗代雄介 《Ｆノ》 

※『群像 2020年 12月号』《雑誌コーナー》にも掲載 
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★開館時間 平日    9:45-19:00  

土･日･祝   9:45-18:00  

『大歌手 藤山一郎全集』 《767フ》 

クラッシック音楽のバリトン歌手でもあり、

歌謡曲の歌い手でもあった藤山一郎の歌を集

めたＣＤです。「長崎の鐘」や「青い山脈」な

ど、当時の歌謡が 38 曲収録されています。日

本語の素晴らしい発声と、明るい歌声が耳に残

るＣＤです。 

 

新型コロナウイルス感染防止のため、映
画上映会は当面の間中止いたします。今後
につきましては、決まり次第ホームページ等
でお知らせいたします。 

  

 

『クルドの夢ペルーの家』 

乾 英理子／編著 論創社 《334イ》 

国を追われながらも難民として認定されず、「仮放免」

の身分で滞在するクルド人家族と、団地に暮らし日本で

の居場所を探す日系ペルー人家族。2 つの家族を通し

て、日本の移民・難民の現実を記す。NHK の ETV特集

を書籍化。 

 

 

『子育てで眠れないあなたに』 

森田麻里子, 伊田 瞳／著 KADOKAWA 《599モ》 

ママが眠れないのは当たり前。子どもの夜泣きはどうし

ようもない…。そんなはずはありません! 夜泣きドクター

と睡眠専門ドクターが、医学的にわかっている対処法と

最新の睡眠の知識をわかりやすく伝えます。 

 

 

『臨床の砦』 

夏川草介／著 小学館 《Ｆナ》 

この戦、負けますね-。「神様のカルテ」著者によるドキュ

メント小説。命がけでコロナに立ち向かった小さな病院

の知られざる物語を描き出す。『STORY BOX』掲載に

書き下ろしを追加し単行本化。 

＜内容:青空、凍てつく時、砦＞ 

 

 

 
 

『うかれ十郎兵衛』 

吉森大祐／著 講談社 《Ｆヨ》 

喜多川歌麿、東洲斎写楽、恋川春町…。鋭い閃きと大

胆な企てで時代を切り開いた稀代の出版プロデューサ

ー・蔦屋重三郎が世に送り出した表現者たちの光と影

を描いた連作短編集。『小説現代』連載に書き下ろしを

加えて単行本化。 

 

 

『東京ディストピア日記』 

桜庭一樹／著 河出書房新社 《916サ》 

オリンピック延期、休業要請、Zoom 飲み会、アベノマス

ク、自粛警察、2度目の緊急事態宣言…。2020年 1月

〜2021年 1月、誰もが体験したコロナ禍の暮らしを仔

細に綴る。『文藝』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。 

 

 

『キリギリスのしあわせ』 

トーン・テレヘン／著 長山さき／訳 新潮社 

《949テ》 

森のはずれのキリギリスの店には、今日もまたどうぶつ

たちがやってくる。誰のことも失望させたくないキリギリス

は、なんでも取り揃えてどうぶつたちを迎える。大人のた

めの<どうぶつ物語>。 
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６　月

♪ 交響組曲「魔女の宅急便」 《763ヒ》 

♪ オール・イアーズ   《767テ》 

♪ 絃月    《778ス》 

♪ 日本の歴史的演説 政治家・昭和戦前編 《809ニ》 

♪ 花の名前   《913ム》 

･･･ 休館日 

新着 CDから 
ピックアップ 

新 刊 案 内  

6/2 (水) ～ 6/14 (月) は、 

蔵書点検のため休館いたします。 

※6/1、6/15 は定休日です。 
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