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２０２１年本屋大賞 大賞決定

あらすじ
自分の人生を家族に搾取されてきた女性・貴瑚と、母に虐

『５２ヘルツのクジラたち』

待され「ムシ」と呼ばれた少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切ら

町田 そのこ／著 ≪F マ≫

れてきた彼らが出会う時、新たな魂の物語が生まれるー。

新スタッフ紹介『第１回』
４月に新たなスタッフを４名迎えました。
来月も２名紹介いたします。

４月１日の異動で館長となりました
石坂です。公民館勤務はありました
が、図書館は初めてです。市民に親し
みをもって利用され、
市民の要望に応
えられる図書館づくりをしたいと思
います。よろしくお願いします。

このたび南部図書館の勤務となりま
した。主に、移動図書館の担当となり
ますが、地域のみなさんに親しまれる
スポットとなるよう努力したいと思
います。よろしくお願いいたします。
（若林）

『江戸移住のすすめ』 冨岡 一成／著 旬報社 ≪２１３ト≫
『悪者図鑑』 トキワ エイスケ／著 自由国民社 ≪３６１．４ト≫
『おひとりさま介護』 村田 くみ／著 河出書房新社 ≪３６９ム≫
『科学で大切なことは本と映画で学んだ』 渡辺 政隆／[著]

みすず書房 ≪４０４ワ≫

『お金の使い方テク』 内山 貴博／著 朝日新聞出版 ≪５９１ウ≫
『マスクの次に何作る？ミシンで楽しむ布こもの』

ブティック社 ≪５９４マ≫

『祥子さんこの知恵、いただきます』 村上 祥子／著 東京書籍 ≪５９６ム≫
『鳥獣戯画のヒミツ』 宮川 禎一／著 淡交社 ≪７２１ミ≫
『キャンプと楽しむ釣り入門』 つり人社書籍編集部／編 つり人社 ≪７８７キ≫
『つぎに読むの、どれにしよ？』 越高 綾乃／著 かもがわ出版 ≪９０９コ≫
『鼠、十手を預かる』 赤川 次郎／著 KADOKAWA ≪Ｆア≫
『国道食堂 2nd season』

小路 幸也／著 徳間書店 ≪Ｆシ≫

『ヘルメースの審判』 楡

周平／著 KADOKAWA ≪Ｆニ≫

『だいちょうことばめぐり』 朝吹 真理子／著 河出書房新社 ≪９１４．６ア≫
『超短編！大どんでん返し』 小学館文庫編集部／編 小学館 ≪ＢＦチ≫
『長野のトリセツ』 昭文社 ≪Ｎ２９０ナ≫
『中高生のための本の読み方』 大橋 崇行／著 ひつじ書房 ≪Ｙ０１９オ≫

新刊案内

『かわいい鉄道の旅』 伊藤 美樹／著 メディアファクトリー ≪２９１．０９イ≫
『全国“オンリーワン”路線バスの旅』 宮武 和多哉／著 イカロス出版 ≪２９１．０９ミ≫
『知識ゼロでもわかる！クロスバイクの教科書』 スタジオタッククリエイティブ ≪５３６チ≫
『だんぜんおもしろいクルマの歴史』 堺 憲一／著 NTT 出版 ≪５３７サ≫

５月のテーマ
「乗り物」

『図説世界史を変えた 50 の船』 イアン・グラハム／著 原書房 ≪５５０ク≫
『時刻表探検』 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 ≪６８６シ≫
『鉄道写真が語る昭和 2』 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 ≪６８６テ２≫
『スポーツ自転車完全マニュアル』 小林 徹夫／監修 実業之日本社 ≪７８６ス≫
『ローカル線で行こう！』 真保 裕一／著 講談社 ≪Ｆシ≫
『胸さわぎのクルーズ』 矢口 敦子／著 講談社 ≪Ｆヤ≫
『バス水没事故幸せをくれた 10 時間』 中島 明子／著 朝日新聞出版 ≪９１６ナ≫
『ユリシーズ航海記』 柳瀬 尚紀／著 河出書房新社 ≪９３０シ≫

河東線の思い出
先日、廃線になった河東線のある駅の 100 周年を祝って駅を活用しよう、というイベントの手伝いに
いった。不慣れでウロウロとしていると、カメラを首からさげ、１冊の本を左脇に抱えた男性に声をかけ
られた。男性は河東線沿線を何十年も撮影しており、写真や男性が左脇に抱えた自費出版した本をみせて
頂きながら、
（なんとテレビ出演も！）思い出話をしてくださった。私とその男性の年齢差は 40 歳くらい
ありそうだが、私も河東線沿線で 18 歳まで過ごしたので同様に多くの思い出があり、年齢を超えて私たち
は妙に盛り上がった。
高校生になった私は家から徒歩５分の場所にある、河東線の駅を通学、遊びにとよく利用していた。反
抗期で父親とはほとんど話をしなくなっていた。夜の無人駅。わたしはその日友達とカラオケに行くと家
をでて、薄明かりのホームで長野駅行きの電車を待っていた。線路を挟んだ側道をライトが照らし、中年
男性が犬を散歩しながら向こうから歩いて来たのが見えた。私は、高校生がこんな夜遅くどこへ行くのか、
とか、どこの家の子だろう、などと詮索されたくなくて、照明のあたらない暗がりへ隠れた。よく見ると
自分の父親だった。父親は私とは気づかず、側道の灯りが、父親の怪訝そうな顔を照らした。明らかに、こ
んな遅い時間にどこの家の子だろう、というような顔だった。母親には許可をとって外出しているのだか
ら慌てる必要もないのだが、やましいことをしている気分になり背を向けた。

翌朝、母から、父が散歩

の途中に駅のホームで電車を待つ高校生くらいの女の子を見て心配していた、という話を聞いた。わたし
のことだった。その話を何年もたってから父と話した。何故か気になってずっと覚えていたらしく、それ、
私だったんだよ、と言って、父は 20 年前の真実に驚き笑った。河東線は役目を終えたが、記憶が人と人を
今も繋いでくれている。人がまた駅に集まり、新しい繋がりを持つ活用の道があれば、私も応援したいと
思う。
寄稿：夕暮れざくろ
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６月２２日（火）～７月６日（火）は
蔵書点検のため、休館いたします。
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