人生ゲームの生みの親とされる方が亡くなった。人生
ゲームは 1960 年のアメリカで「ＴＨＥ ＧＡＭＥ Ｏ
Ｆ ＬＩＦＥ」という名で発売され、世界 50 ヶ国・20
言語以上で発売された現代すごろくの代表作だ。これは
絵双六という、複数人が上がりを目指して競争するもの
に分類される。日本では江戸時代ごろ、観光地紹介に役
立つものとして流行していたという。
また、すごろくには盤双六と呼ばれる二人で対戦する
すごろくがあり、絵双六はもともと盤双六から派生した
ものとされている。日本では廃れてしまったが、700
年ごろに中国から伝えられたらしい。これの原型は紀元
前 3000 年ほどの古代エジプトで遊ばれたセネトとい
うゲームではないかと言われており、イギリスではバッ
クギャモンとして形を変えて現在にまで残っている。
形や名前は違いながらも、過去から現在に至るまで遊
戯としてありつづけたすごろくの歴史は、人間の営みの
歴史と言えるだろう。
（文責・那珂爺）

いつから友達になったのかなんて、もうとっくに忘れ

大人のくせに映画ドラえもん全 40 作見ている自分も

てしまったけれど、いつも気づくとすぐ近くにいる、そ

負けてられないなと思って、のび太くんの特技あやとり

んな存在のドラえもん。今年はドラえもんがドラえもん

を覚えようと始めてみたら、これけっこう難しいね。手

に変わって 17 年目なんだって。え、なんの事かって？

順が全く覚えられない。１週間かけて覚えられたのは、

いや、声変わりの事なんだけど、子供の頃って“ドラえ

ほうきと東京タワーと流れ星の３つだけ。う～ん、のび

もんはドラえもん”って認識だったから声優さんって自

太くん尊敬する。これからは自分ものび太さんと呼ぼう

分の世界に存在しなかったわけ。だから、TV で初めてド

と思った。でも、ドラえもんからは「あやとりなんか、

ラえもんの声優さんを見た時は「ドラえもんの声マネ、

いくら上手くても偉い人にはなれないから」って言われ

凄く上手い人だな～」って思ったよね。

ちゃうの辛い。国際あやとり協会っていう世界規模の団
体だって本当にあるのにさ。

この前、大人になって久々に TV でドラえもんを見た

人生ゲームの生みの親とされる方

バックギャモン

ら、番組の最後に“ドラガオじゃんけん”ってのをやって

ところで、ドラえもんと同じ猫型ロボットって未来に

た。３パターンの変顔でじゃんけんするやつ。ドラえも

はたくさんいるのに、なんで僕らの所には来ないのかな

んのチョキの顔がホント変で思い出し笑いしちゃう。調

と少し考えてみた。そもそも、のび太さんの所に来たの

べていて知ったんだけど、どんな事にもガチ勢ってのが

は、彼の将来がジャイ子と結婚して、就職した会社も倒

いるんだよね。ドラガオじゃんけんガチ勢とかおもしろ

産、のび太さんの孫のそのまた孫の代まで貧乏生活をし

過ぎる。出す手をガチで検証してる。毎月第２週はチョ

てる未来を変える為だ。つまり、僕らの将来は不幸じゃ

キの確率が高いとか、これこれこういうパターンで来た

ない。明るい未来が待っているということだ。

ら次はグーだろとかマジ真剣。ドラえもん好きのレベル
（カッキー）

が違う。

『おそまつなギリシャ神話事件簿』
河島 思朗 監修
8/16～10/15 に受け入れた本の中から
すばる舎／2021
各館の担当が「これはイチオシ！」と
自信を持ってオススメする本をご紹介。 ISBN 978-4-7991-0990-8

小

『かわいい古代』

岩

譽田 亜紀子 著
光村推古書院／2021
ISBN 978-4-8381-0614-1

松

『プラモはじめます！
誰でも驚くほどに簡単に上達』

江

香坂 きの 著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ／2021
ISBN 978-4-04-605269-8

西
葛
西

『どうぶつ英語フレーズ大集合！』
河本 望 著
宇田川新聞 絵
偕成社／2021
ISBN 978-4-03-003460-0

葛
西

『妖怪がやってくる』
佐々木 高弘 著
岩波書店／2021
ISBN 978-4-00-027238-4

ふと考えてしまうこと、毎日いろいろあるよね。
もっと深刻なこと、親しい友達にも家族にも相談できない、一人で途方に暮れるときは、電話・
メール・SNS 等で話せる窓口や、ご飯やお茶しながら何となく話を聞いてくれる場所があります。
ひとりで考えるより、いい方法やヒントが見つかる可能性が大きくなります。少しだけでも気
持ちが軽くなれば、世界は全然違って見えるから、もし、あなたが困っているのなら、

Talk to me please

篠
崎

『推しことば類語辞典』
山口 謠司 監修
じじぃ マンガ・イラスト
笠倉出版社／2021
ISBN 978-4-7730-6137-6

『１０代のためのもしかして
摂食障害？と思ったときに読む本』
おちゃずけ 著
作田 亮一 監修
合同出版
ISBN 978-4-7726-1468-9

松本 俊彦 著
河出書房新社／2021
ISBN 978-4-309-61734-3

東
部

『《世界》がここを忘れても』
清末 愛砂 文
久保田 桂子 絵
寿郎社／2020
ISBN 978-4-909281-26-5

中
央

話しを聞かせて

きるための情報センターです

東
葛
西

『世界一やさしい依存症入門』

アマビエちゃん

検索すると、無料の窓口・サイトがいろいろ待っています。たとえば……
★文部科学省 24 時間子ども SOS ダイヤル 0120-0-78310
★NPO 法人あなたのいばしょ https://talkme.jp
★NPO チャイルドライン支援センター チャイルドライン® 18 さいまでの子どもがかけるでんわ (childline.or.jp)
★国立成育医療研究センター「こころ×子どもメール相談」kodomo-liaison@ncchd.go.jp
★NPO BOND プロジェクト 10 代 20 代の女の子専用 LINE https://bondproject.jp/line.html
★東京都教育委員会 相談ほっと line@東京・東京都いじめ相談ホットライン 0120-53-8288
★NPO フローレンス LINE でにんしん相談 https://engumi.florence.or.jp/ninshin
★一般社団法人 Colabo 10 代無料の夜カフェ《Tsubomi Cafe》
★公立図書館は、いつでもどこでも
★えどがわっ子食堂ネットワーク https://edogawakko.net/
無料の、あなたがあなたらしく生
★江戸川区共育プラザ https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kyoiku_plaza/

12 月 トルコ石
小
松
川

みんなの

石ことば：成功

古代エジプトでは、
「天空は死後に魂が永遠の命を得
られる場所」という考えがあり、空色のトルコ石は、天
空の魂が宿った石と信じられました。他にも、古代メキ
シコ文明や中国、モンゴルでも、聖なる石として、お守
りとして、大事にされてきました。アメリカ先住民のア
パッチ族には、
「嵐のあと虹の根元へ行って泥の中を探
す」とこの石が見つかるという言い伝えがあるそうで
す。トルコ石は、実はトルコでは採れません。中世ヨー
ロッパ人が、エジプトやイランから運ばれてきたもの
を、トルコのほうから来た＝トルコの石、と思いこん
で、この名前が定着しちゃったらしいです。

石ことば：貞操、
真実、友愛、忠実
化学組成の近いグループの総称で、赤・橙・黄・緑・
紫とさまざまな石がある、ガーネット。名前の起源は、
ラテン語で『種子』という意味の『granatus』。古来、
けがから身を守るお守りとして十字軍の兵士も身に
つけていたといわれるのは、血のような鮮やかな赤の
パイロープガーネットやアルマンディンガーネット。
1990 年代にアフリカのマリで見つかったマリガーネ
ットは、黄みがかった緑色です。時間なら午前十一時
の石。夢占いは「謎の解決」。星座石ではみずがめ座、
「もっとも温かい色を持つ石」とされています。

1 月 ガーネット

【参考文献】『美しさと価値がわかる 見て楽しい宝石の本』松本浩監修 宝島社／『図説宝石と鉱物の文化誌〈伝説・迷信・象徴〉』ジョージ
・フレデリック・クンツ 鏡リュウジ監訳 原書房／『トルコ石』飯田孝一 亥辰舎／『パワーストーン 石が伝える地球の真実』巽好幸監修
ネイチャー・プロ編集室構成 幻冬舎／全国宝石卸商協同組合 HP http://zho.or.jp／一般社団法人日本ジュエリー協会 HP https://jja.ne.jp/

次回、ついに人間界に降臨するのか!?

その国は、
暖かな火がいつも灯されていて、
こんこんとわき続ける泉があり、
耳を澄ますと、澄んだ唄声が聴こえると言う
君を連れて行こう、今夜。
誰も見たことはないけれど、
誰もが知っている、
誰でも胸の奥に隠し持つ、伝説の国

パタパタペーパーＶｏｌ．６５のテーマはイラスト。
そこで今回は、東部図書館で行われたイベント、
「イラストレーターめばちさんのとーぶｄｅトーク」から、
内容をいくつかピックアップしてお届けいたします。

めばち

さんの すきな

美術館

＆

画家

（このイベントは２０２１年９月２６日 ＺＯＯＭにてオンラインで開催されました）

・日本民藝館
東京都目黒区駒場4-3-33

めばち

『とーぶｄｅトーク補足メモ』

プロフィール

東京都出身、在住。書籍、広告、アニメなどさまざまな分野で活動しているイラスト
レーター。装画作品に『ライラックのワンピース』『ネコばあさんの家に魔女が来た』、
ＥＤイラストを手がけたアニメに『少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト』『ラブライ
ブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』などがある。２０２１年 作品集『ゆめの水
平線』発売。

より抜粋
「国立の美術館にはひととおり行くと良いと思い
ます。東京にはたくさん美術館があるので、入館
料がタダだったり安い学生のうちに行くことをお
すすめします」

TEL 03-3467-4527

・国立工芸館（旧：東京国立近代美術館工芸館）
石川県金沢市出羽町3-2

TEL 050-5541-8600

・岡本太郎記念館
東京都港区南青山6-1-19

TEL 03-3406-0801

せいほう

竹内栖鳳 クリムト
ピカソ バルテュスなど

※感染拡大防止のため開館状況が変更されて
いる場合があります。訪問前にご確認下さい。

● 書写で基礎力向上
小学生の頃からならいごとで書道をされていて、
特に書写と呼ばれる、書かれている文字を書き
写す練習が好きだったとのことでした。形を目
で捉え、手で再現するという作業が、イラスト
レーターとしての仕事に役立ってるのかもとの
こと。

考え方で絵は変わる
イラストスキル向上のための
ダテ式思考法
ダテ ナオト／著
マイナビ出版
978-4-8399-6939-4

ティーンズからの質問にも「模写をするのはい
い。ポーズのバリエーションを増やすため、好
きな絵をたくさん見てスクラップしたりして、
自分の中にストックを増やすのが大事」と、お
手本の大切さを説明されていました。

才能やセンスは生まれつきだからどうしようも
ない？ イラストで食べていくには？ 練習方法、
スランプに陥ったときの対処など、絵を頑張って
いる中高生が聞いてみたいことに詳しく答えてく
れる本です。自分のやりたいことに取り組む際の、
がむしゃらな精神論ではない具体的なアドバイス
が優しい。

カンヴァスの向こう側
少女が見た素顔の画家たち
フィン・セッテホルム／著
枇谷 玲子／訳
評論社
978-4-566-02419-9
リディアが絵にふれると、
その絵の描かれた時代にタイム
スリップ。レンブラントやレオナルド・ダ・
ヴィンチなど昔の有名な画家に直接会って絵の
描きかたを教えてもらいます。さらに過去の名
画にふれると、その絵の時代に移動して……。
１章ごとに１枚の絵と画家が登場する、美術
と冒険の物語。でも、リディアが家族のいる現
代に戻るには一体どうすれば良いでしょうか？

● 積極性を大事に
中学生になってから学校の友達に教えてもらい、
パソコンで絵を描いてお絵描き掲示板やピクシ
ブなどのインターネットサービスにアップロー
ドし始めていたそうです。この頃は二次創作が
多く、同じ作品が好きな人とよく交流をされて
いたとのことで、この頃にできた友達とは今も
お付き合いが続いているのだとか。他にも高校
生の頃はアニメーター志望者同士の交流会など
にも参加するなど、創作も交流も積極的に行っ
ていたようです。

● とにかくやり切る

ティーンズからのアルバイトに関する質問で
「時給に釣られるよりも、やりたい業種の会社
を選んだ方がいい。募集をしていなくても電話
で聞いてみるのもいい」とアドバイスをされて
いました。

普段イラストを描いているが全身を描くのが苦
手といった方からの質問にも「好きな服、靴や
足先を描くために全身を描くなどの意識を持つ
と続けやすい。とにかく描き切ることが大切」
と伝えていました。

アニメーター、美術教師という夢を追いつつ、
イラストレーターとなっためばちさん。教職は
教育実習で、アニメーターは入社後ほどなくで
挫折してしまったとのことでしたが、どちらの
道も挑戦し、失敗に終わってしまったとしても
自分なりの答えを得ることができたし、その過
程で出来た経験や縁が現在につながっていると
のことでした。

人生を変えるアニメ
河出書房新社／編
池澤 春菜／［ほか］著
河出書房新社
978-4-309-61714-5
この本は、アニメ監督、声優、
小説家、評論家、鳥類学者、精神
科医など様々な分野の第一線で働
く２７名が、若い人に観てもらい
たいアニメを熱く紹介している。年齢も様々な彼
らは、アニメと出会って、人生が変わってしまう
ほどの気づきやエネルギーが得られることを、経
験と共に語っている。
あなたも、アニメでも、本でも、音楽でも、映
画でも、たくさん出会って、人生を変えるものを
見つけてほしい。

＜ＤＶＤ＞エルミタージュ美術館
美を守る宮殿
マージー・キンモンス/監督、脚本、製作
ファインフィルムズ
世界三大美術館の一つで世界最大級の美術館
であるロシアのエルミタージュ美術館は、１７
６４年にエカテリーナ二世によって創立された。
宮殿だった建物はその趣をそのまま伝え、２０
００の部屋に３００万の収蔵品が収められてい
る。戦争やクーデターなど数々の困難に遭いな
がらも守られた美術品の数々は、有名な作者の
ものも多く一度は観てみたいものばかり。
宮殿や広場の大きさにも圧倒される。

「誰かに相談することは、決して恥ずかしいことではありま
せん。問題や悩みを抱えたとき、どんなに些細と思われること
でも、誰かに相談をしてください。相談できる人が周りにいな
い場合は、相談窓口を利用してください。」
ニュースで取り上げられることのない、ひとりひとりが抱える問題や不安。それはたとえ小さな悩みだとしても、
それぞれにとっては大きな社会問題よりも切実です。悩んで考えて解決の糸口にたどり着ければいいのですが、誰に
も頼れず思いつめて、生きることすべてがつらくなる場合もあります。
今、
『望まない孤独を根絶する』ために、24 時間相談窓口を立ち上げ、社会のしくみを作り上げようと走り回って
いる大学生がいます。
「特定非営利活動法人あなたのいばしょ」の理事長、大空幸星（おおぞらこうき）さんから、
メッセージをいただきました。

Ｑ理事長を務めていらっしゃる「ＮＰＯ（特定非営利活動法人）あなたのいばしょ」について教えてください
『望まない孤独を根絶する』ことをミッションとし、24 時間 365 日、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名＊で利用で
きるチャット相談窓口「あなたのいばしょチャット相談」を運営しています。

Ｑ広くみんなに呼びかけたいことなどがあれば、教えてください
みなさんにぜひ知ってほしいことは、『誰かに何かを相談することは、決して恥ずかしいことではない』ということです。
日本の自殺者数の約 7 割は男性※ですが、「あなたのいばしょチャット相談」窓口利用者の約８割は女性です。つまり、
特に男性は誰かに頼りたくても相談をためらう傾向があるのです。「相談することは恥ずかしいこと」という社会的風潮が
要因の一つと考えられます。

※警察庁自殺統計原票データ・厚生労働省作成の「自殺の統計」より

何か問題や悩みを抱えたときは、どんなに些細と思われることでも、まずは誰かに相談をしてください。そして相談できる
人が周りにいない場合は、相談窓口を利用してください。

Ｑ現役大学生の大空さん、大学では、どんなことを勉強していらっしゃるのですか
慶応義塾公式サイト
http://www.keio.ac.jp/ja/
慶応義塾大学
湘南藤沢キャンパス公式サイト
http://www.sfc.keio.ac.jp/

慶応義塾大学の総合政策学部に在籍しています。この学部は、“「実践＊知」を理念とし、（中略）
「問題発見・問題解決のプロフェッショナル育成」を目指し”ています。自由にプロジェクトに参画し、
自らの専門分野を創るカリキュラム構成となっていますので、 政策デザイン
国家戦略

経営・組織

社会

持続可能なガバナンス＊ など、幅広い分野の勉強をしています。

学費は、自分で稼ぎ支払っています。そのうえで勉学に励みながら、NPO 法人の代表も務めています。取材対応や講
演、執筆や打ち合わせが毎日あり、学生生活との両立は正直難しく、当然、時間の使い方には工夫をしています。
ただし、それよりも大切なことがあると考えています。それは『自ら選択し決めること』と『自分で決めたことは責任を持っ

ここでいう“望まない孤独”とは、「話したくても話せない、頼りたくても頼れない」といった状態を指します。私たちは、『確
実・気軽・簡単に、信頼できる人にアクセスできる居場所』をつくり、この孤独を解消することを目指しています。
相談が最も多いのは、ほかの相談窓口が受付時間外となる午後 10 時〜午前 5 時です。この時間は時差を利用して、

てやりきること』です。人生は選択の連続ですので、ひとつひとつの選択を大切にし、毎日を過ごすようにしています。

Ｑ今の大空さんが 中高生の時の自分に掛けたい言葉があるとしたら どのようなものですか
キミは一人じゃない という言葉です。中学や高校のとき、私はあまり目立つタイプではありませんでした。

海外に住む日本人カウンセラーが主に対応します。独自の研修カリキュラムを修了した世界 19 カ国に住む仲間とともに、

そして、誰かに積極的に心を開くこともありませんでした。しかし、いまでは周りにたくさんの仲間がいます。

相談をよく聴き、相談者の気持ちに寄りそうことに力を入れています。

今後もいろんな人との出会いに感謝しながら、挑戦を続けていこうと考えています。

問題の根本的解消のために、現在は、“国を動かす”ことにも積極的に取り組んでいます。具体的に
は、昨年 12 月に内閣官房＊長官へ「総合的な孤独対策の実現に向けた提言＊」をし、国会議員との連
携を深めています。

ＱＮＰＯを立ち上げて活動するきっかけは、どのようなことですか

＊

今年 2 月には内閣官
房に孤独・孤立対策
担当室が設置されま
した！ 大空さんは
「孤独・孤立対策に
関する連絡調整会
議」にも出席し、引き
続き孤独対策の政策
案に関わっています。

私は、高校時代、問題を抱えて誰にも頼れずに苦しんでいたとき、心から信頼できる恩師と出会い、救われました。この

Ｑ中高生世代に向けて、メッセージをお願いします！
私の座右の銘は ピンチはチャンス という言葉です。この言葉を知らない人はあまりいないと思いますが、
この言葉を愚直に体現し続けている人も、実はあまり多くないかもしれません。
みなさんのなかにも、過去に絶望を感じた人がいるかもしれませんし、今後予期しなかったことが起きるかもしれません。
そんなときは、ぜひ「この経験には何か意味がある」と前向きに捉え、行動に移してみてください。そして、もし自分だけで解
決できない場合は、一人で抱え込まず、周りの誰かを頼ってください。みなさんの挑戦を心から応援しています。

Ｑこれから先の、大空さんの目標を教えてください

原体験がいまの自分を形成しており、すべての活動の原動力になっています。そして、「こうした出会いを奇跡にしてはなら

繰り返しになりますが、日本で走り始めたばかりの「孤独対策」をフロントランナー＊として取り組み、「頼り

ない」「自ら命を絶つほど悩んでいる方、虐待や暴力を受けながらそのことを誰にも話せない方など、全ての望まない孤

たくても頼れない、話したくても話せない」という状況を終わらせます。そして、今後確立させる日本型孤独対

独を感じた方が、確実に信頼できる人にアクセスできる仕組みを創らなければならない」という、強い使命感をもちました。

策を世界各国に浸透していき、「誰かに頼れることがあたりまえの世界」を創っていきます。

恩師との出会いがあって、自分の生きる道を定めたことで、それまでなかったほどに必死で勉強をするようにもなりまし

Ｑお忙しい毎日、どんなことで息抜きや気分転換をなさっているのでしょうか

た。私は数学以前に算数が全然できず、「かけ算九九」がとても苦手でしたが、勉強の結果として、志望した大学に合格

趣味は俳句です。この令和の時代に、若者に 100 年ぶりに俳句を流行らすことを企てています！ 俳句は

することができました。ですから、恥ずかしいと思うような過去であっても、『そこに意味づけをし、あきらめず行動をし続け

世界で一番短い詞です。みなさんもぜひ、たった１７音で人の心を揺さぶる俳句の奥深さを体感してみてくだ

ること』で、自分らしい未来を創れると信じています。

さい。

大学進学後、若者の政治参画＊に関する政策提言や選挙コンサルティング＊など、自分にしかできない活動をやりとげ
てきました。そして、２０２０年、今の活動に取りかかりました。

Ｑ活動しているなかでの、うれしいことや大変なことなどを教えてください
うれしいことの一つは、仲間が世界中にたくさんいることです。「自分も過去に救われた経験があるので、今度は誰かの
役に立ちたい」「一緒に望まない孤独を根絶したい」という熱い想いをもっているボランティアスタッフのみなさんに、いつ
況に追い込まれた方もいます。そんな方から「もう一度頑張ってみます」「私は一人じゃないと感じることができました」とい
うお言葉をいただくと、とても大きな喜びを感じます。
一方、何かに挑戦をすれば、すべてが順風満帆 ＊に進むことはあまりありません。むしろ思い通りにいかないことのほう
が多いと思います。そんなときは、「大きく変わるチャンス」と捉え、文字通り「大変」な道を選ぶようにしています。

『デジタル大辞泉』小学館 『プラクティカル ジーニアス英和辞典』大修館書店

匿名（とくめい） 自分の名前をかくして知らせないこと。また本名をかくして別の名前にすること
内閣官房（ないかくかんぼう） 内閣（国の行政権を担当する最高機関）の、いろいろの事務を取り扱う機関
提言(ていげん) 考え・意見を提出すること。その内容。
参画（さんかく） 計画の相談に加わること
コンサルティング（consulting） 専門家の立場から相談にのったり指導したりすること。また、企画・立案を手伝うこと。
順風満帆（じゅんぷうまんぱん） 追い風に船の帆がふくらむ＝物事が非常に順調であること
実践（じっせん） 実際の情況のもとでそれを行うこと。
イノベーション（innovation） 革新、刷新、（新しい事・物の）導入、新制度
ガバナンス（governance） 統治のこと。
『ガバメント(government）
』とは対照的な統治として位置づけられる。
ガバメントは政府が上の立場 から行なう、法的拘束力のある統治システムである。一方、ガバナンス
は組織や社会に関与するメンバーが主体的に関与を行なう、意思決定、合意形成のシステムである。
フロントランナー（front runner） 先頭の走者

●

NPO

も心から感謝をしています。もう一つは、相談者からの感謝の言葉です。毎日多くの相談があり、中には、とても困難な状

＊【語句解説】出典：『岩波国語辞典第七版』岩波書店
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