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を紹介します 読んでほしい本・18冊

今年も好評の本の紹介特集（次頁より）をお届けします。けやき会員や左京図書館司書さん、
けやきにご縁のある方々のおすすめの本です。そうそう、この本！という共感や思いがけない
本との出会いになればと思います。ぜひこの紹介本を探しに図書館にお出かけください。

図書館友の会けやき・左京図書館 共催イベントのお知らせ

講演会

元禄時代の歌舞伎
—名優の登場—

講師 同志社女子大学特任教授  

廣瀬千紗子氏

日時

2015年5月23日(土)

会場
定員

左京合同福祉センター 3階会議室（左京図書館階上）
70名
入場無料

2015年度のけやき・左京図書館共催の講演会
は、昨年に引き続き、左京区在住の同志社女子大学
特任教授廣瀬千紗子先生を講師にお迎えし、歌舞伎
について表記のテーマでお話しいただきます。
前回は師走の寒い日でしたが、先生の興味深いお
話に会場は熱気で溢れました。今回も、長年のご研
究に裏打ちされた、かつ初心者にもわかりやすく楽
しいおはなしを、披露してくださいます。
みなさま、どうかふるって御参加下さい。

午後1時30分〜3時30分

参加申し込み・問合せ
＊京都市左京図書館カウンターへ
または Tel 075-722-4032
＊図書館友の会けやき
Faxのみ 075-721-2625
�����������������E-mail:�yakamasi_m@yahoo.co.jp

私のおすすめ本を紹介します
孕むことば
鴻巣友季子著

読んでほしい本・18冊

本へ引き揚げ、結核に罹患するも療養所から生還されたと

マガジンハウス

2008年

私は友達への出産祝いに、赤ちゃんへの絵本数冊とこ
の本を贈ることにしている。40歳で子どもを持った翻訳
家の、子育てと文学にまつわるエッセイ。著者の娘さんが
1歳から4歳になるまでの、「神様にことばの建設現場を
みせてもらっているよう」な日々を書き綴っていく。
翻訳の世界では、誤訳の方が逐語訳より魅力的になる
ということがあり、「誤訳のポエジー」と呼ぶらしい。わ
が家の娘が３歳のとき、ポップコーンをコップポーンと言
い間違えた。家族で大笑いしたが、コップポーン！の方
が、はじける感じがぴったりくる。まさに正しい誤訳。
しかし、言い間違いをはじめとする子どもの言葉も、
成長に伴いそのきらめきは失われる。文字世界へ足を踏み
入れると、「字に縛られないことばのほとばしり」から離
れていく。4歳になる娘が「文字があたえてくれる贈り物
に手を伸ばしつつある」のを、万感の思いで著者は見つめ
る。
また、娘さんが生まれる前の話を彼女に聞かせたとき
に、「パパとママだけいて、わたし、ひとりぼっち」と大
泣きされ、はっとしたエピソードを紹介。孤独には「世界
に自分以外だれもいなくなってしまう孤独」と「その世界
に自分がいなくなってしまう孤独」の2種類ある。娘が感
じた孤独は後者であり、死者の視点あるいは生者以前の視
点に立っている。子どもが初めて「死」を意識したとき、
人間としての「生」が本当に始まると、著者はいう。
そして母は娘との「別れ」を想う。子どもの誕生日、
ひとつ大きくなったことを喜びつつ、それは子どもととも
にいられる時間がひとつ減っていくことだと感じる。子ど
もを産むということは、子どもとの別れを生むことでもあ
ると。

いう、まさに激動の、過酷な時代を生き抜いてこられた人
です。そして自身を外国人と同じ視線を持った「異邦人」
と位置付けていて、それが日本という国・社会を見る彼の
スタンスを大きく規定したと言われています。
例えば、著者は現代を「個人主義の時代」と言い、こ
の時代の象徴として、若者の過剰な自己愛があるが、自己
実現、個性、自分探しと言われるものは、結局は「皆が自
己顕示に汲々としているだけでしかない」と述べ、それを
相対化する鏡として江戸時代を挙げています。幕末頃に来
日した外国人の記録を紹介した上で、江戸期の人は、たと
え貧しくとも、けっして悲惨ではなく、幸せに暮らす術を
知っていたし、今よりもずっと「生」に執着することな
く、あっさりと死を受け入れていた。それは、あまり自己
執着はせず、自分というものを過大評価しなかったからで
はないか、と指摘しています。
私は、江戸期といえば、幕府の強い支配体制、身分制
度、鎖国という暗い遅滞した時代のイメージを抱いていた
ので、これは、とても興味深かったです。そして更に、も
し自分が江戸期に生きていたなら、どんな風に暮らしてい
たのだろうと、想像してみたら、今抱えている私の悩みな
どは、そもそも江戸期の人に解ってもらえるのか、とか、
全然重要ではない事と言われてしまいそうだなと思えてき
ました。
確かに、本書で語られる著者の考え方は、独特のもの
があると感じる一方で、説得力があり、独自の視点から語
られるそれは、私に新しい気付きをもたらしてくれまし
た。

（会員・HK）

幼ものがたり
石井桃子著

福音館書店

1981年

子どもが連発する下ネタに悩み、文学と分かちがたい

石井桃子は、中仙道で金物屋を営んでいる大家族の末っ

死や孤独の本質に迫る。ただ笑って流してしまいそうな子

子として育ちました。桃子の両親が亡くなった時、「独り

どもの言葉は、たくさんの意味を「孕んでいる」ことに気

身の私は自分が根なし草になって空をさまよい出すよう

づかされる。

な」気持ちになり「きょうだい」の中でたった１人生き残

（会員・澤田亜希子）

った時、「枝のあちこちについていた柿の実がたった一つ

無名の人生
渡辺京二著

文春新書

ぶらんとぶらさがった」淋しい心境になる。70歳にこの
文藝春秋

2014年

題名にひかれて読み始めました。
著者の理想は、「無名のうちに慎ましく生きて、何も
声を上げずに死んでしまうこと」…まずはじめ、私には、
どうもピンときませんでした。
著者は、昭和5年京都で生まれ、幼少期から終戦までを
北京、大連で過ごされました。終戦後には、身ひとつで熊
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「幼ものがたり」を書き始めています。
家族の事からご近所の様子、又子ども達で遊んだことな
ど、鮮やかに書かれています。例えばまあちゃんのとこ
ろ。まあちゃんは父のいとこで桃子のおじさんにあたる人
です。だけどまあちゃんは小さい頃の大病で「一人前」で
はない。両親が早死にし祖父母が引き取って一緒に暮らし
ている。まあちゃんは自分の針箱を持っていて自分で繕い
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をするのだけど、白い生地には黒い糸で黒い布には白い糸
を使わないと縫った気がしないらしい。母は世間体を気に
して叱るけど、叱られても叱られてもまあちゃんの針仕事
は止まらない。こっそり縫うことがどんなに楽しみだった
のだろうと、桃子は述懐している。
お店やさんごっこの話も子供の工夫にあふれていておも
しろい。せみのぬけがらを集めて、足だけ取って麦わらの
管をつなぎ煙管（キセル）だと言って商品にしたり、トウ
モロコシの毛の新しいのが手に入ると、少しづつ色分けし
て括り、荒物屋のおばさんの口まねをしてみせる。サッパ
リわからない言葉も出てくる。「アンペラに包まれた黒砂
糖」のアンペラって何？「髪をみずらに結う」ってどんな
髪型？そういう言葉からも明治の香りがしてくる。まだ小
学校へも上がっていない小さな桃子がよく遊び、大人との
交流も旺盛にやっている。その観察眼がすばらしく、大人
が簡単に思っているよりはるかに人物の心情までくみ取っ
ているものだと深く心に残りました。

（岡本敦子）

中央公論社

川瀬敏郎 一日一花
川瀬敏郎著

新潮社

2012年

茶道における「利休七則」に「花は野にあるように」と
いう心得があります。「野にあるように」とは、限りなく
人為から遠く、「なげいれの花に美と心を見いだす『素』
の美しさをとうとぶ心情」の具現のように感じます。
花をいける、花を手向ける、その心の動きやもののあは
れは身近にある日常で、今も昔も変わらない人の心の在り
方です。花がそこにある背景など知らずとも、深淵より音
もなく迫りくる生命力、そのひたむきな美しさに賑やかに
すごした日中の疲労した脳を埋没させることができます。
子育ての日常には静寂などなく、一ページめくる余力すら
ない夜もありますが、水が上がった状態の草木花に自己を
重ねるがごとく「いきかえり」の作業。
366日、一日一花。飾られる場所はすべて同一で、限ら
れた素朴な花器での表現に単調さを覚えるかもしれません
が、かえってそれが気が散ることなく安穏を生む一助とな
っています。

料理歳時記
辰巳浜子著

私のおすすめの本を紹介します

つぼみも、今が盛りの花も、はたまた枯草も、華美では
1973年

ないけれど凛としたその立ち姿に、若きと老いの時間をも

明治生まれの料理研究家辰巳浜子先生が昭和37年〜43

凌駕した「素」の美しさに、人間もまたしかりと気づかさ

年の期間『婦人公論』に連載された文章をまとめた料理本

れたり、控えめに添えられた一行ばかりの「花日記」もあ

です。

たたかく、草木花への慈しみを感じられます。

料理の本というと沢山のきれいな写真が並んでいると
思うかもしれませんが、この本は文字ばかりなんです。で
も読み進むうちに目の前には美味しそうなご馳走が次々と
現れます。

ただそこに静けさが在る。静寂を読む。そして、心が凪
ぐ。
上質の文章や作品に触れたとき、ちょっとだけ人生の充
実を喜ぶ大人におすすめの一冊です。

季節ごとの素敵なエピソードや、なるほどと唸らせる

（左京区・エイスケ）

知恵袋とともに質素であってもとても豊かな美しい暮らし
の様子までもが感じられます。懐かしいお袋の味はもちろ
ん、高級料亭でしか出会えないような料理、そして遠く異
国の香り漂う斬新でおしゃれなレシピも登場します。そん
な数々のご馳走を作る手順や小さなコツを春夏秋冬のおよ
そ400種の食材を取り上げて丁寧にやさしく説明していま
す。気の遠くなるような細かく手間のかかるお料理もあり
ますし、早速台所に立って腕を振るいたくなる気軽なお料
理もあります。でも美味しそうだなぁってよだれをたらし
ながら読み進むのも相当幸せかもしれません。それぞれの
季節の香りやその鮮やかな色彩までも思い描けるはずで
す。
近年便利な世の中になって、スーパーに行けばどんな
野菜も手に入り家庭の食卓に季節感などなくなりつつあり
ます。そんな日々の生活の中、それぞれ美しい四季の変化
があり、海にも山にも恵まれたこの日本で育ち暮らしてい
る事の幸せをあらためて教えてくれました。
この『料理歳時記』は、暖かく心豊かに暮らしたいと
思っている人の道しるべを示すバイブルの一冊になること
でしょう。

（愛知県・山中順子）

光琳の櫛
芝木好子著

新潮社

1979年（新潮文庫

1985年）

高級料亭「雪園」を営む女将の園は、櫛を蒐集してい
る。十代から集め始め、そのうち櫛が寄ってくるようにな
り、二万点にも及んだ。ところが、それまで支援してくれ
た人と別れるためにすべての櫛を売り払う。過去を清算し
東京へ。櫛は一生見ないと決心した園だったが、また自然
と櫛が寄ってくるようになり、現在は五千点ほど所蔵して
いる。
そのような時、園のコレクションを図録に纏め出版する
ことになった。そうすると、今度は手放した逸品があれ
ば…と過去が蘇る。能面の蒐集家の伝手を頼ったり、古美
術店に通いながら情報を集めたりして、図録の巻頭を飾る
にふさわしい櫛を探し求める。手放したものの忘れられな
い「狐の嫁入りの櫛」が戻る幸運もあったが、印籠と揃い
で作られたものを一日の差で手に入れられなかったことも
あった。
櫛を求めて、東京、鎌倉、京都と奔走する姿、すばらし
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い櫛を前にしたときの目の輝き、必ず手元に置いてみせる
という呟きは並のものではない。その執念はついに「光琳
の櫛」を引き寄せる。
東京都青梅市に「櫛かんざし美術館」がある。岡崎智予
さんのコレクションをもとに展示されていて、四千点を所
蔵している。その中に「鷺文様蒔絵櫛」（光琳の櫛）もあ
る。本を読んでから櫛に出会うか、櫛を見てから本に巡り
合うか、どちらもうれしい光琳との遭遇となるでしょう。
（会員・仏手柑）

新潮社

エドワード・ゴーリー作
河出書房新社

柴田元幸訳

2000年

ゴーリーの摩訶不思議な絵本。
こんな風に始まる。「火曜日の翌日で、水曜日の前日の
こと」２人の子どもが自転車に乗って体験していく冒険の
旅。22章まであるのに、幾つかの章は欠落しているし、
何が「優雅に叱責する」のか謎のまま。
ゴーリーの作品は、モノトーンの緻密な絵と観る人に委
ねられた余白が、小さな絵本にぎっしりと詰まる。飽きる

楽園のカンヴァス
原田マハ 著

優雅に叱責する自転車

事の無いサイレント映画の世界。陰影に包まれた、シュー

2012年

ルでミステリアスな物語たちだ。でも彼は「全て子どもの

早川織江は倉敷にある大原美術館で一監視員として働

為の絵本」と言う。常に毛皮のコートとスニ−カ―、指に

いている。2000年、ニューヨーク近代美術館（MoMA）

は大きな真鍮の指輪のいで立ちで、愛する６匹の猫と穏や

のキュレター(日本でいう博物館や美術館の学芸員）か

かに暮らした作家のどこから、あの衝撃的な内容や世界観

ら、ルソーの作品を貸出すにあたり、窓口をオリエ ハヤ

が生まれたのか。そして彼の作品の中で猫だけは災難に逢

カワにすることを条件の申し出があった。織江の中の「パ

わない。それもユーモア？

ンドラの箱」の蓋が開いた。

「本は音楽と一緒で、時間の芸術だ。じっと同じ絵で止

時はさかのぼり1983年、MoMAのアシスタントキュレ
ター、ティム・ブラウンのもとへスイス在住の伝説のコレ
クターであるバイラーから招待状が届く。スイスへ行く

まって考えたり、4秒で読む頁があったり、そんな楽しさ
がゴーリーの本にはある。」
昔、書評に引かれて購入した1冊。

と、ルソーの研究家である日本人女性オリエ ハヤカワも

※月刊MOE2015年3月号はゴーリーの特集号

招かれていた。バイラーの依頼は「所蔵しているルソーの

（左京区・ねこまま）

作品の真贋を判定して欲しい。条件は７章からなる小説を
読むこと。よりすぐれた講評をした方に作品の取扱い権利
を譲る」というものであった。渡された小説の内容はルソ
ーとヤドヴィガ、そしてその時代を生きていたピカソたち
が登場する1908年パリの物語。本作は小説の内容とスイ
スのバーゼルで真贋の判定をする2人の物語が交互に出て
くる。
読書は「物語の中で遊ぶ」と言われるが、この作品は
私たちを絵画の中へ連れて行き、その絵の中で遊ばせてく
れる。絵の鑑賞者ではなく絵の中に迷い込んだ錯覚を覚え
る。また真贋判定日が迫ってくると、バイラーの周辺の人
間模様が次々と読者に明かされていくのもおもしろい。
時を行ったり来たりする私の苦手な構成だが、このよ
うな構成を弱点にされている方にお薦め。読めます。プロ
の美術関係者が書いた盛り沢山な作品。若い頃行った大原
美術館を思い出し、この作品をきっかけに原田マハさんに
ハマってしまった。
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悪童日記
アゴタ・クリストフ著

掘茂樹訳

早川書房

1991年

場所や時代は書かれていないが、第二次世界大戦中、
ドイツに占領されているハンガリーらしき土地が、この小
説の舞台だ。主人公である双子の少年達は、祖母の家に疎
開させられる。しかし、祖母と彼らの母との間には、深い
確執があるようで、祖母は、双子の少年達を「雌犬の子」
と呼び、食べ物も服も満足に与えず、虐待し、こき使う。
双子の書いた作文、という設定で、この小説は綴られ
ている。どの部分をどちらが書いたのかは、わからない。
彼らはいつも、同一人物であるかのように、話し、思考す
る。
彼らは、ただ無力で無垢な存在ではない。彼らは、決
して遊ばず、働き、勉強し、鍛錬する。彼らの鍛錬で、特
に衝撃的なのは、お互いを苛酷に痛めつけあう方法だ。肉
体だけでなく、精神にも同じ鍛練をほどこす。肉体も精神

特集

私のおすすめの本を紹介します

も、何も感じなくなるまで、互いに痛めつけあう。それ

の？ という答えは、続編を読み終わってはじめて目の前

は、自分達を彼らの生きる狂った世界に順応させようとす

にくっきりとあらわれる。

る試みであるかのようだ。

ダウデルばあちゃんの活躍はますますみがきがかかり目

彼らは、自分達の才覚で必要なものは手に入れ、自分

が離せない。孫たちもそれぞれ年齢を重ねてゆきそれなり

達の選択で人生を選び取る。そのための手段は選ばない。

の未来がひらけてゆくのだが、祖母との思い出はいつまで

人の弱みを握り、ゆすりたかりもする。空襲警報が鳴り、

も彼らの心に残ってゆく。

人々が逃げ出すと、開け放たれた人家や商店から、盗みも
する。彼らなりの理由があれば、人殺しも厭わない。
大人達は、彼らの目を塞ぐ術を持たない。彼らは、全
てを冷徹に見ている。残酷なものも、猥褻なものも、人の
偽善も、欺瞞も、冷酷さも。

今の時代に生きる我々にはとても考えられない勇気と機
智に富む彼女の行動は、大なり小なり形を変えても自分も
そうありたいと思うのではないだろうか。
作者のリチャード・ベックはアメリカのイリノイ州東部
のゲイケーターで育ち、このストーリーの背景になるその

終始、意外な行動、言動を繰り出す彼らに翻弄されな

当時の風土や人々の暮らし方がよく表現されている。

がら読み進めた。そして、最後の場面では、まだ乳歯が生

児童文学やＹＡ向きの作品を多数発表しているが、残念

えている双子の少年達のショッキングな行動に言葉を失っ

なことに日本では私の知る範囲では続編を含めて５冊だけ

た。今までに味わったことのない、読後感だった。

である。

文章には無駄がなく、概ね悲惨な話なのに、甘ったる
い感傷の入る隙が微塵もない。しかし、不謹慎なようだ

ＹＡだけではなく大人にも十分楽しめるこの本をぜひ手
に取ってみてほしい。ストレス発散まちがいありません。

が、その独特の文体には、奇妙な美しさがあり、文字のつ

（松本貴和子）

らなりを目で追うことを自分の脳が、ただ喜んでいるよう
な不思議な感覚も味わった。

（Ｓ）

シカゴよりこわい町
リチャード・ペック著
東京創元社

斎藤倫子訳

2001年

この本に出てくるおばあちゃんは、いわゆるおばあちゃ
んものに登場するやさしくて、いいおばあちゃんではな
い。
とんでもないこわいおばあちゃん。
ストーリーはシカゴという大都会から夏休みをすごしに
祖母のいる田舎にやってきた二人の孫の驚くべき体験を、
大人になった孫が回想する形でつづられてゆく。
祖母は愛想は悪いし、ホラ吹きで平気でウソをつく、人
の葬式で銃をぶっぱなす、一銭にもならないガラクタを細
工して高く売りつける詐欺まがいの事もする。今日はいっ
たい何が起きるだろうというハラハラドキドキのエピソー
ドが祖母との暮らしの中で次々と現れる。多少の法を無視
しても、それによって町の秩序は保たれるという結果にな
っても祖母は町の人々から特別尊敬されたりはしない。人
気者になる事もない。
ではなぜ彼女の行動に快感と共感を覚えるのだろうか。
それは、どんな状況にあろうともブレない正義、愛、友
情が彼女の心に流れ、行動として現れるからだと思う。そ
れが読む者の心をつかむ。胸のすくだけではないラストに
涙ポロリ（これがぐっとくる）。
こういう生き方に共感なんかできないという人がいるか
も知れないと思う。だが彼女っていったいどういう人な

ボラード病
吉村萬壱著

文藝春秋

2014年

怖くてぶきみだった。怪物が出てくるわけではない。悪
魔も出て来ない。しかし日本のある都市に起きた大災害を
きっかけにそいつは姿を現し力を奮い始めた。「絆」や
「ふるさと」を餌に肥え太っていく。そいつを何と呼べば
いいのだろう。その町「海塚市」では、あったことがまる
でなかったことのように日々の営みが進行している。その
町はフクシマかもしれないし他のどこかの都市かもしれな
い。主人公の少女はそこで暮らしている。少女と母の、そ
して小学校での生活が淡々と描かれる。父はいない、その
理由ははっきりとは明かされないが、娘を守ろうとする母
の戦いは徐々に破滅に向かっていく。クラスメイトが次々
と入院し亡くなる。大人たちは亡くなった子がどんなにい
い子だったかと言い合い、海塚の自然に帰り皆の心の中に
生きていると言う。「海塚」をたたえる歌を毎日毎日歌
い、「海塚」の魚や野菜を食べ、ふるさとを愛することを
強要される。少女の息苦しさは日々につのり、もはや耐え
られないと思ったその時、少女はボランティア活動の中で
ふっと楽になる。少女の心に何が起きたのか。明るくなっ
た少女の顔を見て母が言う「同調したのね。」
この小説の中に悪人は出て来ないし、独裁者も出て来な
い。でも静かに忍び寄るファシズムの不気味な姿が闇の中
から浮かびあがってくる。文学の力を感じる小説だ。
（ボラードとは港で船を係留するための杭のことだそう
だ。）

（会員・いしむらまり）
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神様の御用人
浅葉なつ著

も大きな違いをなかなか受け入れられず、与えられた仕事

１〜３

メディアワークス文庫

KADOKAWA 2013〜４年
神様たちの御用を聞いて回る人間「御用人」。
主人公の良彦は、 ある日突然、 その役目に任ぜられま
す。しかし、良彦には特別な力などなく、また、役目に就
くことによって授けられる…なんてこともありません。む
しろ、大学卒業後に、就職先の野球部で負った怪我の後遺
症を抱え、仕事も辞めてフリーターな良彦は、“無いも
の”の方が多いような印象です。そんな人間が神様の願い
を聞いて回り、ましてや叶えることなどできるのでしょう
か？ 依頼人の神様たちは、古事記や民話に登場する神様

に納得することもこなすこともできないまま自信を失く
し、脱走を試みたこともあった主人公。しかし、温かく見
守ってくれる村の人たちと生活を共にしながら、都会には
なかった自然の美しさを感じ、怖さとそれだからこその魅
力も知るようになっていく。
花見、祭りなどを楽しみ、自然の摂理に逆らわないでし
なやかに生きている山の村の人たちとの生活を、主人公と
共に送ってみるのも楽しいでしょう。そして、もう少し山
の生活を楽しみたいと感じたら、「神去なあなあ夜話」を

です。この神様たちが非常に人間味に溢れているのも魅力

遠野物語 remix

のひとつ。現代のスイーツに目がなかったり、引きこもり

京極夏彦・柳田國男著

のゲーマーだったり。こんな神様からの御用となると神聖
なお役目というより、いわゆるパシリってやつなんじゃな
いの？ と思ってしまいます。

（会員・増井和子）

読んでみてください。

角川学芸出版

2013年

―この遠野郷に傳はる物語は百年を経て色褪せることな
し。
今の世にありてこそ、より多くの者に読まれん事を切

しかしながら、ただコミカルなだけでなく、それぞれの

望す。―

神様の存在意義や特性、神様を祀る為の祭の話。ただ“願

遠野物語を最初に読もうと思ったのは一体いつのこと

うだけ”の現代人に疲れて、力を失っていく神様の姿など

だったか。思い出せもしないほどの年月がたっている。そ

も描かれ、いろいろ考えさせられました。

の間、何度か手には取るものの、挫折を繰り返した。

どの神様の話も結論的には似たところへ落ち着くのです

「一字一句をも加減せず、時に補い時に意訳し、順序

が、とても“ほっこり”とした気持ちにさせてくれます。ち

を違へて、感じたるままを傳へらるるやう務め書きた

なみに物語の舞台は京都です。聞いたことのある地名等が

り。」と序に言う。

本の中に登場するだけで、作品がより身近に感じられま
す。しかしながら、登場する神様の名前はスラスラと読め

三つのpartにできごとや人により整理され、各々に柳
田氏の序を分割して掲げる。

ません。「この神様が祀られている神社でお参りしたこと

最後のendingには、鹿踊りに用いられる歌を納め、そ

があるのに、神様の名前が言えない（読めない）！？」と

の序（二）に柳田氏は「…この国には、遠野よりも奥深い

いう経験をして、深く反省しました。神様にお願いするば

処にある山村もまだまだ沢山ある。山神や山人の伝説は無

かりではなく、感謝の気持ちを持ち続けていたいと思いま

数にあるに違いない。私達は、それを残さなければならな

す。

いと思う。…願わくはこれを語りて。平地人を戦慄せしめ

（左京図書館・長谷川）

よ。」と結ぶ。

神去なあなあ日常
三浦しをん著

徳間書店

全部で、聞き書きの番号では118の話がある。柳田氏
2009年

「卒業後しばらくはフリーターでバイトでもして暮らそ
うか。」と気楽な気持ちで迎えた高校卒業式。その式の
後、自分の就職先が既に決められていることを担任から告
げられ、家に帰ったら、自分の部屋も居場所も無くなって
いて愕然とした主人公だった。
あれよあれよと言う間にその就職先へ送り込まれるが、
そこは１日に何本かしか列車の走らないローカル線の終点
からさらに車で１時間程奥に入った山奥の村。初めての
晩、窓の外に目をやれば、あかり一つ見えない真っ暗闇に
驚く。しかしそれはその後頻繁に感じるカルチャーショッ
クの始まりにすぎなかった。
そこでの２週間の研修を終え、車でさらに30分程奥の
集落で林業に携わることになった。都会生活とのあまりに

6
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の（序四）にいう。
「この物語は今、目前で起きていること、現在のでき
ごとを記したものである。」
人ではない者たち、怪異とよばれる事ごと、短い話は
一頁に満たない。
遠野で今も語り継がれる話である。私は昨夏、遠野で鹿
踊を観た。近在から集まった幾多の鹿踊が、若者たちによ
って町中で舞われた。
本末の最後の一行
―此書を此國に在る人々に呈す―
（左京区・ねこまま）

特集

ペンギンが教えてくれた物理のはなし
渡辺佑基著

河出書房新社

ペンギン(ペンギン目ペンギン科の鳥)。動物園に行く
と、黒いスーツを着て粧し込んだように佇んでいる姿を目
にする。ヨチヨチ歩きの子供のよう。いかにも愛嬌のある
鳥だ。袖のように見えるのは翼。翼なのに、空を飛ぶため
には使っていない。
その彼らが、ひとたび海に入ると、海中交通法でもあ
れば違反キップを切られること間違いなし、と思われる程
ピードで？

どこへ行くの？

どの位のス

肺呼吸の鳥類である彼らが、潜水病にもなら

ずになぜ長く深く潜れるの？

アザラシやクジラなどの海

生哺乳類や魚類とペンギンとに共通する何かがあるのだろ
うか？

未知の事柄が数多くある。

位置を確認できる末端を取り付けて、地上の哺乳類や
鳥類の行動はかなり判明してきている。が、それにも限界
があり、ましてやペンギンやアザラシなど海に潜る生き物
には使えない。どの位の深さまで、どの位の時間潜ってい
るのか？

移動距離は？

ようだった。造船に関わる川崎重工業のそれは今にも進水
式の船がこちらに向かって動き出しそうだった。油圧シャ

2014年

泳ぎまくる。何のために？

私のおすすめの本を紹介します

彼らのデータが得られる研究手

ベルや発電機から避雷器や炊飯器機といった機械の製造工
場の絵も繊細で迫力のあるものだった。また沢の鶴の酒造
りの工程が描かれたものは、麹菌が発酵していく様子が伝
わってくるようだった。皮革やケミカルシューズ、そろば
んや播州織の工場も描かれている。また観光資源として活
用している産業ツーリズムとして、瓦工場や航空機器宇宙
ロケット部品を作っているミツ精機、生野銀山や瀬戸内海
の家島の採石場など伝統ある地場産業をとりまとめて描か
れている。それらの絵に、見えるものや聞こえるもの、そ
して働く人の思いの解説が加わり、工場というものにいっ
そう惹きつけられていった。自分たちの暮らしと繋がって
いるという思いが湧いてくる。
綱本氏曰く工場は「毎日がお誕生日状態。下手すると毎
分、毎秒という単位で『おめでた』なんだ」そうだ。私は
小さい頃からなぜだか分からないけれど工場見学が好きだ
った。それは「ものが生まれる瞬間に立ち会える場だった
からなのかな」と、この本を読んで思った。
（会員・城野裕紀子）

法、バイオロギング(bio＋logging)を使って明らかにされ
た野生動物の様々なデータの中にはもちろんペンギンも紹
介されている。エンペラーペンギン、ホホジロザメ、シロ
ナガスクジラという海中スピード狂に共通する法則は何
か？

それはスピードだけではなく潜水時間、深度にも共

技術と文明の歴史
星野芳郎著

岩波ジュニア新書

岩波書店

2000年

グローバル化がますます進展し世界史に無関心ではいら
れない現在。でも、もし一念発起してほこりをかぶった分

通するのだろうか？
われわれ人間がどう頑張っても持つことのできない野

厚い教科書をもう一度開いて みても、きっとすぐに眠た

生動物の運動能力の背景を、重力の法則、エネルギー保存

くなってしまうことでしょう。あれれ、こん なはずじゃ

の法則という物理学の側面に、生物学を絡み合わせて解き

なかったのに、、
いいんです！

明かしているのが本著である。
物理学と銘打っていても、難しい学問書ではない。著

そうなるはずです！

簡単なことです。

あなたが悪いんではなく、世界史の教科書はもともとそう

者がどのようにして野生動物に機器を取り付け、回収し、

いう風にできているんです。 世界は広く、歴史は深いん

データを得てきたか。何が分かったか。フィールドでの日

です。ムリに詰め込んでものみ込めるはずがありません。

常生活も含めて、具体的に平易で楽しい言葉で説明してい
るので、読み手も研究に参加しているごとく、ワクワク、
ドキドキする一冊になっている。

（会員・増井和子）

途方に暮れかかっているそこのあなた！

今回お薦めす

るこの本は、そんなあなたをきっと助けてくれるはずで
す。
タイトルの通り、技術の発展が文明の発達といかに関係

工場は生きている
綱本武雄絵

加藤正文文

ものづくり探訪
かもがわ出版

2011年

兵庫県にこんなにたくさんの工場があったのかとびっく

しているかということを軸に、世界史を分かりやすく解説
してくれた本です。この一本 の柱が通ることで混沌として
いた膨大な量の情報がスッと整理しやすくなります。
しかし、この本の主題をあえて一言でいうなら「技術」

りした。鉄鋼や造船・機械といった重々しいものから食

でも「文明」でもありません。すばり「人権」です。今

品・飲料・洋服など暮らしの中の身近なものまで、多種多

後、私たちが地球上で共存していくためには、国境を越え

様な物造りの現場が精密な画と愛情あふれる文章で紹介さ

た人権意識の確立こそが何より大切なのだということを訴

れている。無機質で合理性や経済効果を優先に考えられて

える著作なのです。

いる場所という私の工場に対するイメージとは逆にそこで
働く人々の熱い思いや工夫を見せつけられた。
まず惹きつけられたのが工場の絵だった。神戸製鋼や新

私がこの本をお薦めしたい理由は他でもありません。
今、集団的自衛権の行使を容認する法整備が進められよう
としています。国民を守るためのものだとまことしやかに

日鉄・濱中製鎖工業の絵は溶けた鉄の熱さが伝わってくる
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説明されています。しかし、それはホントでしょうか？

い、どかんと稼いでも、他者を食わせることに特段の関心

答は歴史の中にあります。多くの方がその答を共有するた

を示さず、むしろ、能力主義を強調して、使えない人間を

めにこの書物と出会われんことを願っています。

切りつつ、立ち去ってしまうと批判します。多かれ少なか

（左京区・こさちゃん）

れ、私たちが罪人であるとすれば、「強い罪人」が「弱い
罪人」を食い物にするワイルドな世界ではなく、人の罪を

内田樹の大市民講座
内田樹著

朝日新聞出版

とがめるときは控えめに、ためらいがちに語ることに尽き

2014年

著者はこのところ、時代に対して精力的に発言する書物
を数多く刊行していますが、本書はその一冊です。本書
は、著者が2008年から６年半にわたって、雑誌「アエ
ラ」に連載したコラム（それぞれ900字）を採録したもの
です。それを編集者が「生き方論・仕事論｣、「メディア
論｣、｢国際関係論｣、｢教育論｣、｢政治・経済論｣、｢時代
論」の６つに区分しています。

ると述べています。公務員等に既得権益の受益者として諸
悪の根源を見るという手法は、「供犠」と呼ばれる人類の
歴史と同じく古いものだが、「ワルモノ」を根絶した後で
もシステムが不調であれば、処罰者の中にも「ワルモノ」
が混じっているという相互告発の論理によって、全ての処
罰者が消滅するまで終わらないという見通しを示します。
人間の理性への信頼と多様性の回復を大切に思う心意気
に背筋が伸びる思いがします。

（左京区・はる）

題名にある「大市民」という表現は珍しいものです。一
日一日を何とかやり過ごしている市井の人々でも、たまに
は子や孫の世代にまで想像の範囲を広げてみよう、という
趣旨のようです。
過去の時事問題を扱っているものも含まれていますが、
時を超えてなお人の心を打つ文章を随所に見ることができ
ます。
本書の文章は明晰で、論旨は意外性に富み、面白いもの
です。仮説を立て、こうなるという明確な予言をしていま
す。著者の姿勢には、自分の言説への責任と潔さが感じら
れます。
例えば、グローバリストは、自らに資源を集中せよとい

私 おすすめの

けやき
の

芝田勝茂編訳

はじめにガリバーがふねにのって、あらしにまきこまれ、し
まにたどりつきました。そして、朝おきたら小人たちにひもで
しばられていました。でも、小人たちは、てきじゃないとわか
ると、パンをくれました。大しょうのきゅうでんが火じになっ
た時、ガリバーのおしっこで火をけしたところが、おもしろか
ったです。
もし自分が小人の国へ言ったら、小人においしいごはんを食
べさせてあげたり、おもいものをもってあげたりしたいです。
ガリバーは、新しいぼうけんに出かけましたが、ぼくはこわ
いので家に帰りたいです。ガリバーは、たのもしいと思いまし
た。
（小２・中村瑚士朗）
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47

の

本

両親をしつけよう！

ガリバー旅行記
ジョナサン・スイウィフト作
学研教育出版 2014年
（第一部 こびとの国）

本棚

図書館友の会けやきニュースレター47号

ピート・ジョンソン作
文研出版 2006年

ささめやゆき絵

岡本浜江訳

学級文庫に置いてあって、タイトルにひかれたから、手にと
ってワクワクして読んだ。
ある村に引っ越してから、両親がへんになった6年生のエリオ
ットが、通っていた学校のクラスメイトも変わった人で先生も
へんな人だった。エリオットは、その中を逃げ出そうとお笑い
タレントのオーディションを受けようとする。
現実に近いこの本が好き。登場人物の特徴がとても面白く
て、印象に残って今でも良く覚えている。
おすすめしたい一番の理由は、両親との関係で悩んでいる子
がいれば、この本を読んだらきっと何か見えて来るからです。
（小４・マッツィー・オリオーネ）
	
  

TOPICS
講演会

京・四条河原と顔見世興行

けやき・左京図書館共催

12月6日

南座で2014年の歌舞伎顔見世興行が始まって間もなく

「出雲の国の女子が躍った」旨の記載もあります。場所

の12月6日、今年度も図書館との共催で講演会を開催し

は「御所」、「近衛邸」、「北野天満宮」など貴族の屋

ました。講師は同志社女子大の廣瀬千紗子先生、テーマ

敷や大きな神社でした。

は今は「古典」•「伝統」と言われる芸能、「歌舞伎」で
す。

ところで、歌舞伎発祥の地は四条河原と言われ、四条大
橋のたもとには出雲のお国が躍る像が建てられていま

何事にも始まりはあるものです。最初は「ちょっと変わ

す。が、今回の講演で示された記載によると、お国が躍

った珍しいもの」でも、それが何年か経つうちに世間に

っていたのは御所などの特別な場所だったと判断できま

浸透し、認められていきます。さらに100年の単位になる

す。そして、「1608年にはお国は京都から出国、その後

と「古典」•「伝統」という評価が与えられます。

四条河原に於いて遊女が躍っている」旨の記載がありま

歌舞伎にも始まりはありました。その時どういう躍りで
どんな人が躍っていたのか、から講演は開始されまし

す。廣瀬先生がおっしゃる「お国の像は今の場所から動
かしたい」という言葉には強い説得力がありました。

た。配布された資料には具体的に古い文書からの引用が

また、資料の絵図から今の南座の周囲には、当時から芝

まとめられていて、その記載に基づいて説明されたの

居をするための施設が複数あった事も分かります。その

で、とても分かりやすく、説得力がありました。その一

ほかにも具体的で分かりやすい説明に、知的好奇心が刺

部を紹介しましょう。1581年に「ややこおどりがおこな

激され、ぐいぐい引き込まれていく2時間でした。

われた」、のが最初に見られる記述です。さらにその後

(増井）

13年の間に何回か「おどり」が行なわれていました。

図書館で発表会

けやき主催・左京図書館共催

今回で５回目を迎えた「図書館で発表会」。今年度も幅
広い年代の方たちから多彩な作品が揃い、左京図書館内
で１ヶ月間、展示されました。

2月14日〜3月15日
くわかるように自作の絵や写真を入れました。
梅干しづくり＊
梅干しや梅のお菓子が大好き。おばあちゃんに梅干しの

作品と併せて展示されている参考資料はどんどん借り

作り方を習い、いろんな本で調べて、まとめました。青

出されていて、大人気でした。以下に作品を紹介しま

い梅がなぜ赤くなるのかも、わかりました。

す。

花火調べ＊

＊は小学生の作品

クーナの民族手芸
中米パナマのクーナ族の民族衣装を飾るモラの技法で、

花火を見に行って「きれいだな」と思い、花火について
調べてみました。花火の歴史や種類について多くのこと

鮮やかな原色の三羽の鳥を描いた、細やかな手仕事がと

がわかり、花火の形を黒画用紙に描きました。

ても美しい作品です。

体験と思索１

英訳

川柳

自作の川柳の英訳に100句を目標に挑戦中。今回は23句
の英訳川柳を発表。うち９つの句には手描きのイラスト

折々の思索や書評などを編んだ私家版随想集。
ライアーってどんな楽器？
ライアーの生演奏に触れて一耳惚れ！楽器を手に入れ演

も添えられています。

奏法を学ぶことに。「千と千尋の神隠し」の主題歌の伴

金閣寺新聞＊

奏に使われていたこの楽器のことを、調べてみました。

大好きな金閣寺について調べたことを新聞にしました。
1950年に一度消失していたことにびっくり。おすすめは

京都家庭文庫地域文庫連絡会

赤ちゃん絵本読書会

2001年より100回を重ねた読書会。毎回テーマを決め、

雪の金閣寺。

図書館からもたくさんの本を借り、読み合った中から、

ルルとララのアイスクリーム＊

２冊の本が生まれました。昨年末出版した「０歳・1歳の

幼年童話「ルルとララのアイスクリーム」などの本を参
考に、バニラアイスクリームを作った記録。作り方がよ

赤ちゃん絵本」には、様々なテーマの赤ちゃん絵本が紹
介されています。

(永井）

図書館友の会けやきニュースレター47号 9

けやきの活動 14年12月〜15年4月
11/29 「おとなのための語りを楽しむ会」開催
12/上旬〜図書館で発表会のチラシ配布
12/6
講演会「京・四条河原と顔見世興行」開催
12/20 クリスマススペシャルおたのしみ会に協力
1/上旬〜ニュースレターNo.47号原稿作成・編集
「えほんのひろばinきょうと」準備開始
2/5
「赤ちゃん絵本ふれあいタイム」サポーター交流会
2//14〜3/15 「図書館で発表会」

4/3 「えほんのひろばinきょうと」の絵本の仕分け・
チラシ作成・配布
4/18 子ども読書の日記念事業 おたのしみ会に協力
「えほんのひろばinきょうと」会場準備
4/19 「えほんのひろばinきょうと」開催
4/24 ニュースレター47号印刷発送。
活動報告、総会・図書館懇談会・ボランティア交流会
の案内、印刷・発送

・1/24.2/28.3/28.（第4土曜）
図書館おたのしみ会に協力
・11/28.12/12.1/16.2/27.3/6.4/24
絵本学習会 （第4金曜日、3.7.12月は第2金曜日）
・12/1.1/5.2/2.3/2.7.4/6.
事務局会議 原則第1月曜日）
図書館とのミーティング
・12/4.11.18.25.1/8.15.22.29.2/5.19.26.3/5.12.19.26
4/2.9.16.23.
「赤ちゃん絵本ふれあいタイム」サポーター活動
（毎週木曜10:30ー12:00）

◆図書館友の会 けやき の仲間になりませんか◆
けやき情報版

知りたい、調べたい、本の世界を楽しみたい
そんな私たちの望みをかなえ、
一人一人の世界を豊かにしてくれる場所

❒ 絵本学習会

それが私たちの願う図書館です

時：毎月第4金曜

左京図書館が今後もこのような市民みんなの図書館としていきいきとあり続ける
ために、私たち市民利用者は何ができるのか考え、活動したいと1999年に「け
やき」を立ち上げました。
図書館のスタッフとともに、左京図書館はじめ京都市図書館を支え、育てていき
ませんか。

次のような活動をおこなっています
であいの森
左京図書館のおたのしみ会（毎月第４土曜日11:00）に協力。
	
 	
 絵本を読んだり、ブックトーク・人形劇やおはなしも。
「赤ちゃんに絵本を」サポーター
毎週木曜日10:30〜12:00、左京図書館絵本コーナーで絵本探しのお手
伝いをしたり、絵本を読んだりしています。
誰もが利用できる図書館を考える
図書館の現状を調べ学び、図書館に提案をしています。
ニュースレター編集部
友の会のニュースレター「けやき」を作成し、図書館と利用者を結ぶ
けやきの活動の情報を発信しています。
事務局
けやきの活動の企画提案。図書館行事に企画・協力。各グループ間や
左京図書館との連絡調整を行っています。
絵本学習会
毎月第４金曜日10:00〜。取り上げた絵本をみんなで読み合い語り合
う楽しい学習会です。
講演会・学習会
主催または図書館との共催で年に数回、地元の講師を中心に様々な興
味深い講演会・学習会を行っています。
◆入会希望の方は、年会費500円をそえ
下記事務局または郵便振込口座にお申し込みください。
事務局 京都市左京区高野東開町1-23 26-101 永井方
TEL/FAX 075-721-2625
郵便振込口座 口座番号	
 ００９２０−８−１５６９１４番
口座名称	
  図書館友の会 けやき
	
 	
 ◎ゆうちょ銀行の口座をお持ちの場合、口座間振替で無料で送金できます。
年会費はニュースレターの印刷および郵送費の一部に充当します。
◆活動費のカンパも歓迎。直接又は上記の振込口座をご利用下さい。

◇けやき
◇制作

所：左京図書館の上３階会議室
テーマを決め図書館から本を借りその場で
みんなで読み合っています。読んでもらう
喜びが味わえ、新たな発見も生まれます。
とっても楽しい集まりです。
昨年後半から、アフリカ子どもの本プロジ
ェクト作成のリスト「アフリカを読む・知
る・楽しむ子どもの本」掲載の絵本を全冊
読み進めています。
今年度は、その中のノンフィクション絵本
を読みあいます。その後、「赤ちゃん絵本
のつぎに読みたい絵本」も取り上げる予定
です。
どなたでも大歓迎、ぜひご参加下さい。

❒童話作家
村上しいこさん講演会
時：5月22日(金)
13時30分〜15時30分 (13時開場)
所：こどもみらい館 4F 第1研修室
参加費：一般¥1000.市庫連会員¥800
(要予約・定員80名)
村上さんの創作にまつわるお話やご自身の
体験などをお聞きし、子育ての励みや悩み
解決のヒントにも

申し込み・問い合わせ
E-mail shikoren̲koenkai̲2015haru
@yahoo.co.jp
TEL 角谷(すみや) 080-5316-9948
主催：京都市子ども文庫連絡会

第47号

2015年4月24日

図書館友の会 けやき ニュースレター編集部
題 字
カット

◇発行

午前10〜12時

3月、7月、12月は第2金曜

高野のYさん タイトルバック
高野のＨさん

図書館友の会

岩倉のＳさん

けやき

京都市左京区高野東開町1-23-26-101永井方
TEL/FAX 075-721-2625

