
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【どうすれば「人」を創れるか 

－アンドロイドになった私】 

     石黒 浩 著  新潮社 

自分自身のアンドロイドや夏目漱石そっくり

のアンドロイド（先生はジェミノイドと呼

ぶ）を作ってテレビに出ている先生なので知

っている人も多いかなぁと。どうして人そっ

くりのロボットを作ろうとしたのか、作る上

でどんなことに苦労したか、アンドロイドとの交流場面を体験

する中で、人はどんなことを感じるか。アンドロイドの可能性

を一緒に考えることができます。石黒先生の感性もすごく面白

いです。 

 

【オービタルクラウド】藤井 太洋 著 

 早川書房  日本 SF大賞受賞作品 

近未来社会をかなり現実味を帯びて描くことで注目されている 

作家さんだと思います。この作品は宇宙 

開発が進み、いよいよ一般人が宇宙旅行 

を体験、という設定。時を同じくして、 

本来なら落下して流れ星になるはずの 

宇宙ゴミの一つが奇妙な動きをすること 

を主人公は発見、大変な事件に巻き込ま 

れ。。。沢山の人物がやがて一本の糸でつながります！ S.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣味で歌っているゴスペル。ゴスペルの原点は黒人

の抑圧された歴史に基づきます。私が歌うとき心の

中でひっそりと思う本を紹介します。 

 

 

 

 

 

衝撃の画集です。現代黒人画家が描く絵は心に突き

刺さり、作家の言葉が染み入ります。 

 

 

 

 

公民権運動についていろいろな本を読んで知ったつ

もりでいたのですが、この本を読みアフリカ系アメ

リカ人の自由への道のきびしさ、いろいろな意見の

ぶつかり合い、白人の根深い差別意識（それが当た

り前のことと思っていたことは驚きであり、納得で

あり…）もろもろの事実を改めて知ることができる

本です。 

当たり前を当たり前と思わない大切さを感じて生き

ていければと思う本でした。 

 

   『充たされざる者』  
 

カズオ・イシグロ 著 

       古賀林 幸 訳 

        早川書房  
       

主人公の有名ピアニストは、ヨーロッパのある町の催しに

演奏すべく招かれ、町の人達は町の危機を救うものと 

歓迎する。 演奏会のスケジュールも定かでなく、次々と 

町の人達から相談を持ちかけられ、時間、空間、人物は  

読者からすると夢を見ているが如く不条理な展開を示す。 

読み手は混乱を楽しみつつラストへ。   
       

     『望み』  
  
     雫井 脩介   

       角川書店  

  

建築デザインの仕事をしている父、校正の仕事をする母、 

高校生の息子と私立受験を目指す中学生の娘の家族。  

ある日、息子の友人が殺され、息子は家に戻らない。  

加害者なのか被害者なのか。 加害者であっても生きて  

いることを望む母と、殺人犯であることを望まない父。  

家族の葛藤。 どちらの結末でも心が痛いね。  
       
    ★★ ヤマグチ ★★ 
   

 

 

 

『弥勒の月』 

あさのあつこ 

光文社 

 

 

身投げをした妻・おりんの身元確認に来た小間

物問屋・遠野屋の主人・清之介。その様子を見

ていた同心・木暮信次郎は「こいつはただの商

人じゃねえ」と看破する。 

 

清之介の過去やおりんの願いが明らかになって

いくのですが…非情で切ない。 

 

弥勒シリーズ一作目です。現在８まで刊行され

ていて遠野屋、信次郎（人格に難あり）、岡っ

引き・伊佐治親分の三人はずっと出てきます。

是非！ 

 

やなぎさわ 

 

『風と行く者 守り人外伝』 
（上橋菜穂子 作/偕成社） 

 
上橋さんの代表作である‘精霊の 
守り人’。その守り人シリーズの 

最終章『天と地の守り人』三部作 
完結から 11 年。三作目の外伝が 

出ました。 
ファンのとってはその後のバルサ 
を知ることが出来るうれしい外伝 

です。 
タンダとともに訪れた草市で、バルサは若い頃に護

衛士として共に旅をしたサダン・タラム〈風の楽人〉

たち と再会、その危機を救ったことから再び、旅の
護衛を頼まれます。物語の中の‘今‘と、ジグロと共
に護衛士として旅をしていた子どもの頃。二つの時間
軸での出来事とバルサの思いが絡み合ってより深い物

語となっていました。 

 

『凡人のための地域再生入門』 
（木下斉 著／ダイヤモンド社） 

 
       一見実用書のようなタイトルですが、 
             中身は小説仕立て。実家のスーパーの 
             跡継ぎ問題をきっかけに、町づくりに 

       関わることになった主人公の奮闘が物 
       語の流れになり、そこに著者の実体験 
       がコラムで挿入されているという面白 

いタイプの本です。 
（by kaneko） 

『空白を満たしなさい』  

平野啓一郎 著 講談社 

3年前にビルから転落死した土屋 

徹生は、「復生者」。 

生き返った土屋徹生は自分はなぜ 

死んだのか？を追い求める。 

分人という考え方を知っていたら、 

自分の中のほんの一部の自分を否 

定すればいいと知っていたら…。 

この本を読んで、ずいぶん気持ちが楽になったことを 

思い出します。 

 

『私訳歎異抄』 

親鸞 述 五木寛之 訳著 PHP研究所 

念仏、すなわち仏の誓いを信じその 

願いに身をまかせてナムアミダブツ 

ととなえることこそ、究極の救いの 

道。他力浄土門、念仏しようという 

心がおこったときに、次の世で成仏 

し悟りをうるとかならず約束される。

万人に平等な救いの道があるという浄土真宗の教え。 

温かさを感じる教えです。 

ペンネーム：月夜のうさぎ 

 

あなたがもし奴隷だったら 

ジュリアス・レスター作 

ロッド・ブラウン絵 片岡しのぶ訳 

 

MARCH［マーチ］ 

ジョン・ルイス、 

アンドリュー・アイディン 作 

ネイト・パウエル 画 

押野素子 訳 

 

 samie 



 

～ ほんのひととき で紹介された本 ～ 
 

「身体のいいなり」（内澤旬子/朝日新聞出版）2010 

「さよなら、田中さん」（鈴木るりか/小学館）2017 

「カーテンコール」（加納朋子/新潮社）2017 

「クリスマスを探偵と」 
（伊坂幸太郎/河出書房新社）2017 

「キャロットケーキがだましている」「シュガークッキーが凍

えている」    （ｼﾞｮｱﾝ･ﾌﾙｰｸ/ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ）2009、2005 

「テーラー伊三郎」（川瀬七緒/KADOKAWA）2017 

「僕がロボットをつくる理由」 
（石黒浩/世界思想社）2018 

「やまんば山のモッコたち」 
（富安陽子/福音館書店）1986 

「社会を希望で満たす働き方」 
（今中博之/朝日新聞出版）2018 

「サンタクロースは自転車にのって」 
（かけがいじゅんこ/ネット武蔵野）2002 

「チーズはどこへ消えた」 
（スペンサー・ジョンソン/扶桑社）2000 

「七つの会議」（池井戸潤/日本経済新聞社）2012 

「活版印刷三日月堂」（ほしおさなえ/ポプラ社）2016 

「あん」（ドリアン助川/ポプラ社）2013 

「きみ江さん ﾊﾝｾﾝ病を生きて」 
（片野田斉/偕成社）2015 

 

 

 

  

〝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  ２月 17 日（日） 午後 3 時～5 時 

        ３月 17 日（日） 午後 3 時～5 時 

           会場 ： 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ことばのかたち 

 
おーなり由子 作 講談社 

 
もしも、ふだんあまり気にせず 

発している言葉の一言々々が、 

目に見える形をしていたら…。 

とても恥ずかしかったり、後悔 

している言葉の数々を思い知らされたり、自分が 

発した励ましの言葉が花束になって相手に届いて 

いたら、なんて素敵だろう♪とか。 

たくさんの思いが押し寄せる一冊です。 
 

ちいさいおうち 
ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ･ﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ作 

石井桃子訳 岩波書店 
 

静かな田舎にちいさいお家が 

たっていました。季節の移り 

代わりを楽しみながら。 

ある日、車が通り周りちいさいおうちの周りは 

すっかり都会になっていきました。日もささな 

い薄暗く、騒音の響く都会暮らしからすくって 

くれた女の人は誰だったでしょう。今もそして 

これからも記憶に残る名作絵本です。  

 田中 利恵子 

 

えほんのひととき 
絵本専門士がとっておきの絵本を紹介します♪ 

みずとはなんじゃ 
かこさとし 作 鈴木まもる 絵 

小峰書店 
昨年 5 月に亡くなられた、かこ 

さとしさん最後の絵本です。 

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 

などの物語絵本も知られていま 

すが、『かわ』や『宇宙』など、 

自然の素晴らしさ、大切さを子どもたちに伝えたい

と考えられていたかこさんらしく、水の役割、不思

議をわかりやすく伝えてくれる絵本です。この絵本

に託したかこさんの思いと、晩年、絵を描けなくな

ったかこさんの依頼で、取るものもとりあえず駆け

つけてこの絵本づくりに関わった鈴木まもるさんの

言葉も初版巻末にあり、子どもだけでなく、大人に

も読んでもらいたい絵本です。 

 
おかしなゆき ふしぎなこおり 

片平 孝 写真・文 ポプラ社 

 

雪と氷が生み出す不思議な景色の 

写真絵本。『みずとはなんじゃ』

とあわせて読むのはいかがですか？   井出 明子 

 

  

  本途人舎は、平成３１年４月１日から市立小諸 

図書館の一部業務委託を受託することになりまし 

た。わたしたちは、市民と市とともに「意思の 

ある図書館運営」を目指します。 

  ひとりひとりの“わたしの図書館”として新し 

い運営の形を、みなさんと一緒に実現し、未来の 

小諸市に貢献したいと思いますので、どうぞよろ 

しくお願いします。 

  

  

 

 

また、本途人舎としての事業も引き続き行って 

いきます。来年度「読む町聞く町魅せる町」では 

『絵本ヨガ』『薮内正幸原画展』『宮澤賢治の世界 

（GOKUさんによる朗読と音楽のｺﾗﾎﾞ）』を予定して 

います。「読む町聞く町魅せる町」は、皆さんの参 

加により支えられ、次のイベントを生み出していく 

仕組みになっていますので、たくさんの方の参加を 

お待ちしています。 

  

  わたしたちの本途人舎としての活動に賛同し、 

少しだけ余裕のある方は、ぜひ賛助会員として 

わたしたちを支えてください。 

  賛助会員になっていただいた方には、冊子 

「ほんのひととき」（季刊）等ささやかな特典を 

用意しています。 

 

 ＊年会費（個人）一口  3,000円 

     （法人）一口 10,000円 

＊申し込み方法＊ 

   銀行振込 振込先：八十二銀行 小諸支店 

            普通 口座番号 1128420 

        受取人：特定非営利活動法人 
                  本途人舎 

（名義名：ホントヒトシャ） 

  本途人舎メンバーに直接お渡しいただくことも 

    可能です。 

 

 〇ご不明な点はお気軽にお問合せください。 

ほんのひととき 冬号 2019 年 1 月 20 日発行 

   発行者 NPO 法人 本途人舎 

問い合わせ 090-1865-1485 大林晃美 
E-mail honntohitosha0731@gmail.com 

本途人舎 Facebookもみてね♪ 

★ロゴについて 

デザインは小諸市出身の饗場孔己さん。 
  本の部分は、遠くに伸びる途（みち）のイメージ、 
  余白は成長や変化をイメージしています。 
  図書館の開かれたイメージから、本は閉じていない形の 

デザインとなっています。 


