
   『へヴン』  
  
   川上 未映子 著 

   

     講談社  

  

       

陰惨な苛め受けている中学生の僕は、同じように苛め

を受けている女子生徒コジマと心を通わせる。  

物語の『転』で、苛める側の論理が語られるが、苛め

る側は何も考えていない。偶々、やりたいからやる。 

僕が、苛められる原因と思っていたこと、コジマのこ

だわり。コジマの、苛める側の弱さを引き受けて飲み
込んでいこうとする様は、強さだけども壊れていくよ
うだ。       

       

   『十二人の死にたい子どもたち』

       

      冲方 丁 著  

 

     文藝春秋  

   

       

題名から、映画『１２人の怒れる男』を思い浮かべ
る。十二人の安楽死を望む子どもたちに、プラス１名
の死体？が加わったことで、議論が始まる。  

果たして、評決は１１対１から徐々に変わっていく。

       

    ★★ ヤマグチ ★★ 

   

 

【断片的なものの社会学】 

岸 政彦 著  朝日出版社 

マイノリティ・犯罪者・移民・ホームレスな

ど、インタビューを取り社会について考える著

者の、考察からこぼれた雑多なものを集めたエ

ッセイ。『私たちはかけがえのない存在、と同

時にくだらない存在。』岸さんは幼児期に道端

の石を一つこれと決めてしばらく石を眺めその

石との時間を共有することを楽しんでいたとか。今も石が人に

変わっただけで同じことを続けているのかな。岸さんという人

がすごく面白い。生きてるだけで儲けものって感じる本です。 

 

【三つの石で地球がわかる 

岩石がひもとくこの星のなりたち】 

 藤岡換太郎 著  講談社ブルーバックス 

 このところ地震が多いのでプレートの勉強し

ようと思って科学本探していたら題名に惹かれ

て手に取りました。宇宙の始まりと元素の誕

生、地球の成り立ち、地球にケイ素（シリコ

ン）が多い訳、石から見た生命の起源など、自分達の起源

にまで関わる話が入っていて楽しかったです。藤岡さんの

「フォッサマグナ」も読んでみたいなと思います！  

   S.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『本のエンドロール』 

     

 安藤祐介 講談社 

 

 

本に携わる人の小説で思い浮ぶのは作家、出版社、

本屋さんでした。本の体を造る工程を気にかけたこ

とはあったか？なかったかも・・・この本は、印刷

会社、製本所で働く人たちが描かれています。カバ

ーや発売日にこだわる作家、その思いを叶えようと

する営業ですが現場には負担と反発が生じてしまい

ます。第一章から五章までのサブタイトルは出版さ

れる本のタイトルです。読み終えて最後のページを

目した時は、思わず拍手をしていました。 

 

                         やなぎさわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ ９月の“ほんのひととき”で紹介された本 
 

信長死すべし 山本 兼一著/角川書店/2012.6  

岳 石塚 真一著/小学館 

すごい!セスキ掃除 これ 1本で家中ピカピカ!  

石鹼百科監修/KADOKAWA/2017.8 

「くりかえし」の家事を楽しむ小さな工夫 

                   田中 千恵著/KADOKAWA/2014.6 

家事がラクになるシンプルな暮らし  

中山 あいこ著/小エクスナレッジ/2016.5 

知的障害者が入所施設ではなく地域で生きていくための本   
ピープルファースト東久留米著/生活書院/2010.6 

高次脳機能障害がわかる本  橋本 圭司著/法研/2007.6 

ゴヤ「戦争と平和」 (とんぼの本)  

大高 保二郎著/新潮社/2016.9 

ごはんはおいしい   ぱく きょんみ文/福音館書店/2017.10  

にっぽんのおにぎり 白央 篤司著/理論社/2015.6  

万次郎さんとおにぎり   

本田 いづみぶん/福音館書店/2012.10 

「ふつうのおんなの子」のちから 子どもの本から学んだこと 

中村 桂子著/集英社クリエイティブ/2018.7 

命の意味 命のしるし 上橋 菜穂子著/講談社/2017.1 

さるがいっぴき こどものとも 2018.6 月号 

 MAYA MAXX作 福音館書店 

tea break 

 by M.kaneko 
。 

 

 

 

 

長野県内には、本好きにはたまらない、絵本や児童文学に

特化した美術館がいくつもあります。 

 信濃町にある黒姫童話館もそんな美術館の一つ。ミヒャ

エルエンデ、松谷みよ子の常設展のほか、ホールやギャラ

リーでは年間を通して様々なイベントや企画展が行われて

います。加えて、童話館が建っている場所がとても美しい

のです。建物の前には目の前には草原と山々が広がり、さ

ながら‘アルプスの少女ハイジ‘にでもなった気分。同館

では、周囲の自然を楽しんでもらいたいとの願いから、入

館者を対象に、館内の絵本を館外に持ち出せる「森の図書

館」というサービスも行っています。同町には野尻湖ナウ

マンゾウ博物館もあり、家族で一日楽しめそうなスポット

となっています。 

黒姫童話館＆童話の森ギャラリー 

長野県上水内郡信濃町大字野尻 3807-30 

☎026-255-2250 

 

  

 

 

〝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  11月 17日（土） 午後 3時～5時 

          市民交流センター 会議室４ 

12 月 15日（土） 午後 3時～5時 

                市民交流センター 小会議室２ 

        （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） 

 

 

 「ほんのひととき」を通じて繋がった‘本‘や‘人

‘‘モノ・コト‘を紹介するｺｰﾅｰです。今回は先日メ

ンバーが行ってきた黒姫童話館を紹介します。 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちーむ BJ→本途人舎  ‘これまで’と‘これから’ 
ちーむ BJ（ブックジョイ）は、2011（平成 23）年 11 月の発足以来様々な活動をしてきました。発足から 7 年、新たな仲間も

加わり、このほど NPO 法人「本途人舎」（ほんとひとしゃ）に生まれかわりました。ちーむ BJ を応援してくださったみなさま、

これまでありがとうございました。そしてこれからも「本途人舎」をよろしくお願いします。 

👣ちーむ BJ（ブックジョイ）のあゆみ👣 

2011（H23）年 11 月 

「北欧バルトのリネンとナチュラルな自然素材の暮らし

展」（会場：小諸市本町 紙蔵歩）で展示作品と本との 

コラボの依頼を受けたのを機に有志でちーむ BJ 結成。 

2012（H24）年 

6 月 「空をみて 声を聞いて 心の力のぬく日」開催 

（会場：小諸市糠地みはらし交流館）本とモノのコラボ、

ひと箱古本市、手作りワークショップなど 

8 月 小諸高原美術館の依頼で「銀河鉄道の夜」ワークショ

ップ（会場：小諸高原美術館）‘星座’を作るワークシ

ョップ。 

2013（H25）年 10 月～ 

「ほんのひととき」スタート 

おすすめの本を持ち寄り紹介しあう会を始める。 

（2018 年には 50 回を数え、現在も継続中） 

2014（H26）年 10 月 

信州小諸城下町フェスタに参加。‘和綴じワークショッ

プ’や‘ほんのひととき‘スペシャル’ 

2015（H27）年 5 月 

小諸ツリーハウスプロジェクトに参加（会場：小諸市 

山浦 安藤百福記念自然体験活動指導者養成センター） 

森の図書館に出展。青空おはなし会、出張‘ほんのひと

とき’ 

2017（H29）年 

「読む町 聞く町 魅せる町」プロジェクトスタート 

（小諸市市民活動促進事業補助金対象事業） 

5 月 第 1 弾：「ロバの音楽座 オンガッカイ」 

2018（H30）年 

1 月 第 2 弾：「なんじゃもんじゃの会 人形劇」 

3 月 第 3 弾：「ポプラ社の楽しいおはなし会」 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

7 月 31 日 NPO 法人 本途人舎（ほんとひとしゃ）発足。 

そしてこれから・・・・・・・。 

森の図書館で読み聞かせ 

『小諸ツリーハウスプロジェクト』にて 
羊毛の作品に合わせた本は「ペレのあたらしいふく」 

『北欧ﾊﾞﾙﾄのﾘﾈﾝとﾅﾁｭﾗﾙな自然の暮らし展』にて 

和綴じワークショップ 

『信州小諸城下町フェスタ』にて 

ある日の‘ほんのひととき’ 

読む町聞く町魅せる町プロジェクト 

フェルトの和菓子と「和菓子のえほん」 

『空をみて声を聴いて心の力をぬく日』にて 

賛助会員になってみようかな～という方は 
こちらまで♪ 
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