
 

もうすぐ子どもたちは夏休み！皆さんは子ども時代、

どんなふうに過ごされましたか？今回はこんな夏休み

なら…と思う本を紹介します。 

 

 

 

 

 ウエズレーの住む町はみんな 

同じ服、同じ髪形、同じ形の家に住んでいます。人と

違うことが好きなウエズレーは浮いた存在。でも発明

が大得意。夏休みの自由研究に選んだのは「自分だけ

の文明をつくる」こと。夏休みが始まった夜、ウエズ

レーの畑に風に運ばれた種が飛んできて…。 

ウエズレーの作りだす文明とは？ 

 

 

 

 

 

夏休み、どこにも行けないかわりに 

好きなことをしてもいいと言われたトミーは、近所の

家から鉢植えを預かる仕事を始めます。 家じゅうが

ジャングルのようになり困惑するパパ。トミーの預か

った鉢植えの運命やいかに？ 

長い夏休みが欲しくなる本たちです。 

 

 

きみの町に星をみているねこはいないかい？ 

えびなみつる 作 
架空社 

 
地球に落ちた宇宙船から博士に 

助けられたのは 5 匹の猫たち♪ 
宇宙船の修理を博士にお願いして 

みたけれど、そんなの無理！ 

星に帰れなくなった猫たちは明け方、ダンボール 
に入り・・・。 
あなたのそばに夜空を見上げる猫たちがいたら 

宇宙からやってきた猫なのかもしれません!? 

 

波うちぎわのシアン 
 

斉藤倫 著  まめふく 画 
偕成社 

 
わたしの名前はカモメ。港町 

ラーラの診療所のフジ先生に 
ひろわれた猫。 

ある夜、燃え盛る船からフジ先生が救った男の 

子シアンは 人々を幸せにする不思議な力をもっ 
ていたの。なんでもお母さんのおなかの中にい 

る時の記憶が見えるんだって！ 
猫のカモメが語る、ある王国の物語    T.R 

【人体 失敗の進化史】 

遠藤秀紀 著光文社新書 

動物学者の遠藤さん。あらゆる動物を解剖 

することで、思いもよらぬ動物同志が関係 

する進化の歴史をユーモアたっぷり面白お 

かしく解説してくれます。例えばワニの顎

の骨と私たちの耳の小さな骨は親類なんですって。これを読ん

だらフライドチキンや焼き魚を食べるとき思わずじっと骨やえ

らを眺めてしまうでしょう。また私たちが直立歩行を始めてし

まったことによる大きな代償を思いしります。体という視点か

ら現代文明をバッサリ斬ってくれます 

 

【否定と肯定ホロコーストの真実をめぐる闘い】  

 デボラ・E・リップシュタット著 山本やよい訳 ハーパーブックス 

「ナチスによるユダヤ人虐殺はでっち上げである」こんな説を 

唱える歴史家がいるなんて信じられないよう 

ですが、反ユダヤ主義・ホロコースト否定説 

を唱える一派はいるようです。この本は実際 

にあった裁判の記録で、歴史を捻じ曲げてい 

ると批判したリップシュタットさんと、ホロ 

コースト否定論者のアーヴィングさんの闘い 

の記録。表紙は映画にもなったのでその俳優 

さんの画像。イギリスの裁判制度もなじみが 

ないので珍しいと感じました。   S.H 

 

『朗読者』 

ベルンハルト・シュリンク 著 

松永 美穂 訳 

新潮クレスト・ブックス 

 

１５歳の少年ミヒャエルと大人の女性ハンナの恋愛小説、 

ではありません。ハンナが求めた本の朗読、そして失踪。 

やがてナチスの戦争犯罪の被告となったハンナを、法廷 

で見ることになるミヒャエル。彼だけがハンナが隠していたい

秘密と朗読の意味を知るのです。 

朗読が二人を繋いでいるのだけど、結末は悲しいな。 

 

 

『マッハの恐怖』 

柳田 邦男 著  

新潮文庫 

 

昭和４０年代に、当時の航空機事故の原因を追求した 

ノンフィクション作品。ずっと読みたいと思っていた作品で、

古本屋で出会った時は感激。 読後も満足しました。 

事故を検証、分析していく過程が圧巻です。 

★★ ヤマグチ★★ 

 

 

『マカン・マラン』   

～二十三時の夜食カフェ～         

 

古内一絵 中央公論新社             

                         

 

昼間はダンスファッション専門店、夜はお針子たち

へのまかないをふるまう夜食カフェ。オーナーのシャ

ールはド派手なドラァグクイーン(おかまじゃないわ

よ) 疲れて訪れるひとたちに出される 

料理の温かさが伝わってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふたたび」 「みたび」もあります。 

 
                       やなぎさわ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        『さかさま』 安野光雅/作・絵 

      福音館書店 1969 年 

            

安野光雅さんは今年 92 歳。作家生活    

50 周年だそうです。私がこの絵本に 

出合ったのは子どもの頃ですが、上下

がいつのまにかつながった不思議な絵や、“だんへ だん

へ”というわけのわからない言葉を言い合う兵隊たちが

不思議でおもしろく、何度も親に読んでもらった記憶が

あります。“だんへ”が「変だ」の逆読みだと気づいた

のは大人になって読み返してからでした。 

私はこの絵本で、モノには逆の見方があるとか、自分
の主張だけが正しいわけではないという事を、子どもな
がらに感じ取っていたのではないかと思っています。 

 

        『かっぱのぬけがら』 
        なかがわ ちひろ/作  理論社 2000 年 
                     

                      ゲンタが川岸でつりをしていると、

川に引き込まれてかっぱの国へ・・。

かっぱにもらった“ぬけがら”を着て 

ひと夏をかっぱの国で過ごします。なんだか『おっきょち 

ゃんとかっぱ』（長谷川節子/文、降矢奈々/絵、福音館書店） 

と似てる？と思う方もいるかもしれませんが、『おっきょ

ちゃん・・』はしんみりとした良いおはなしですが、こち

らはユーモラスでクスッと笑える読み物です。 

ぜひ、合わせて読んでみてください。 
 Akiko Ide   

はちうえはぼくにまかせて 

ジーン・ジオン作 

マーガレット・ブロイ・グレアム絵 

もりひさし訳 

 samie 

ウエズレーの国 

ポール・フライシュマン作 

ケビン・ホークス絵/千葉茂樹訳 



★４・５月の“ほんのひととき”で紹介された本 
 

「国境なき医師団」を見に行く  

いとうせいこう 著 講談社 2017 年 

緑の毒 桐野夏生 著 角川書店 2011年 

南北朝 洋泉社 2017年 

法師蝉 吉村昭 著 新潮社 1993 年 

ミュシャ パリの華、スラヴの魂 小野尚子他著 新潮社 2018年 

ルトワックの“クーデター入門”   
エドワード・ルトワック著 芙蓉書房出版 2018年 

詩ふたつ  
長田弘 著 グスタフ・クリムト画 クレヨンハウス 2010 年 

最初の質問 長田弘 詩 いせひでこ絵 講談社 2013 年 

江戸の刑罰 石井 良助 著 吉川弘文館 2013年 

空白の五マイル 角幡 唯介著 集英社 2012年 

極夜行 角幡 唯介著 文藝春秋 2018年 

気にしない、気にしない ひろさちや著 PHP研究所 2016 年 

古来種野菜を食べてください。 
 高橋 一也著 晶文社 2016年 

かがみの孤城 辻村深月 著 ポプラ社 2017年 

冷たい校舎の時は止まる 辻村深月 著 講談社 2007 年 

角野栄子の毎日いろいろ  
角野栄子 著 KADOKAWA 2013年 

山行記 南木佳士 著 山と渓谷社 2011年 

恐竜は滅んでいない 小林快次 著 KADOKAWA 2015 年 

臨床真理 柚月裕子／著 宝島社 2009年 

 

 

〝ほんのひととき〟のご案内 

 

「本が好き！」 

「この本、誰かに教えたい！」 

「いつも同じような本ばかり選んじゃう・・」 

そんな方はぜひお茶を飲みながら 

おしゃべりしましょう！ 

 

次回日程 平成 30 年 9月 16日（日）  

午後 3時～5時 

市民交流センター 会議室 

（小諸市相生町 こもろプラザ 2階） 

 

〝ほんのひととき〟は、オススメの本（小説・マンガ・

絵本などジャンルを問わず）を持ち寄り、紹介しあう 

集まりです。どなたもお気軽にご参加ください。 

 

参加費無料。申し込み不要。お待ちしています！ 

（推し本１～3 冊持参してください） 

 

 

tea break 
 by M.kaneko  

 

 

 

 

 先日、友人とランチに行く予定を立てた時のこと。いくつかの

お店をネットで検索していくうちに、‘GojiGoji sobockle`（ゴジゴ

ジ ソボックル）というカレー屋さんが目にとまりました。 

 

 早速そちらのホームページにお邪魔してみると、美味しそうな

カレーの写真が・・・。記事を読み進めていくと、小諸図書館で

見て気になっていた本の表紙写真が掲載されていました。 

 

『15歳のコーヒー屋さん  

発達障害のぼくができることから 

ぼくにしかできないことへ』 

（岩野響 著/ KADOKAWA） 

 

              小学生の頃、発達障害のひとつアス

ペルガー症候群と診断され、中学校に 

通えなくなったのをきっかけに、コーヒー焙煎士という道を選ん

だ岩野響さんの著書です。 

 

GojiGoji sobockle さんはお店で出すコーヒーの豆を、岩野さん

の工房から仕入れているとの事。このコーヒーを飲んでみたい

と思い、ランチに行くことに決めました。 

 

 GojiGoji sobockle さんでは、数種類のカレーの中から希望の

ものを選ぶことができます。（カレーの種類は様々に変わるそう

です。） その日は三種類のカレーの中からミントカレーをいた

だきました。ミントといっても、カレーのスパイスの中に、風味が

うまく収まっている感じで、食後感がサッパリした美味しいカレ

ーでした。 

食後に岩野さんのコーヒーも美味しくいただきました。優しい

味でした。 

  

 GojiGoji sobockle さんで、何故岩野さんのコーヒーを扱うこと

にされたのかお聞きしたところ、店主の方は 

「元々は、岩野君のご両親が営んでいる染め業に興味があり

ました。息子さんの珈琲を知り、ただ純粋に味わってみたかっ

たんです。その奥深い味わいに感動して・・・。 

それから、本当に直感だけで、岩野さんの珈琲を扱いたい！と

思い、直接交渉させて頂きました。 

正直、本に出会えたのはそれからです。 

私も二児の母。いろんな生き方があっていいと 親として実践

しながら伝えています。 

お店でお出しするその一杯が、何かの一歩となればいいなと

思います」 と話されていました。 

GojiGoji sobockle さんが繋がれた岩野さんとのご縁を、本と

いう媒体が仲立ちとなり、私にお裾分けしていただいた・・そん

な風に感じた出来事でした。 

カレーに興味を持った方、岩野さんのコーヒーを飲んでみたい

方は GojiGoji sobockle さんへ。 

岩野さんの本もぜひ読んでみて下さいね。 

                  ・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 

GojiGoji sobockle さん店舗情報：      

住所  小諸市市 642-1 （シェアスペース シリケカフェ内） 

営業日  水木曜日  時々火曜も有  （臨時休業もあり） 

            11 時～15 時 

連絡先  eritz.hom@mac.com 

HP  https://www.sobockle.com 

    

＊営業日、メニュー内容は、Facebook や Instagram で

もご確認出来ます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほんのひととき 夏号 2018年 8 月 1 日発行 

 発行者 ち～む BJ・本途人舎 

問い合わせ 090-1865-1485 大林晃美 

待望！ 

Vol.4

講演案内！！ 
 

おはなしおばさんの工作本でおなじみの 

一声社による講習会です。 

身近なもので簡単にでき、 

親子で楽しめる工作を 

みんなで楽しもう♪ 

『ヨネやんとあそぼう！ 

おはなし・あそび・工作の会』 
 

ぜひお誘いあわせてご参加ください。 

 

   開催日 平成 30 年 10 月 27日（土） 

  時間   午後 1時 30分～3時 

  会場  市民交流センター 会議室６ 

 

 

 

これは 

イメージです 

 

https://www1.e-hon.ne.jp/images/syoseki/ac_k/82/33702282.jpg
javascript:;
https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/02/19fa5d6f0672e02cc7e400e2cfb9de1e.png

