この作家が気になる！

三谷 幸喜
Koki Mitani

遠くの友達
突然ですが、あなたには遠くに住んでいる友だちはいますか？
メールに LINE、ビデオ通話。直接会えなくても連絡手段はたくさ
んある。インターネットを通じて、直接会ったことがない人と友だちに
なることも珍しくない。でも突然こんなメールが来たらどうします
か？

「そっちのお父さんとうちのお父さん（中略）2 人は今、付!き!合!
っ!て!る!!!んだよね。」

『笑いの力、言葉の力

西
葛
西

井上ひさしのバトンを受け継ぐ』

『夜フクロウとドッグフィッシュ』では、ニューヨークに住むエイヴリ
ーとカリフォルニアで暮らすベットが、父親同士の交際をきっかけに
メールのやり取りをするようになる。しかも、父親たちは娘たちを同
じキャンプに入れて仲良くさせようとしているらしい。そんなの！絶
対！無理！ なんとか父親たちのたくらみを阻止しようと二人は相談
しあう。
行動的で規則に縛られるのが嫌いで冒険を好むベット。慎重に
物事を考え、危険を遠ざけて生きていたいエイヴリー。ベットがなり
たい動物はドッグフィッシュ（サメ。泳ぐのも犬も好きだから）、エイ
ヴリーがなりたい動物は夜フクロウ（夜更かしで本が好き。あと漫
画のフクロウみたいにメガネをかけてるから）。何から何まで気が
合わないし、仲良くなんかできるはずがない！ と思いきや、キャンプ
で過ごしているうちにだんだん意気投合。姉妹になれるかも、と思
った二人の元に、新たな困難が立ちふさがる。
この物語はメールのやりとりのみで進行する。お互いの家族のこ
と、好きなもの、考え方について。ちょっとしたやり取りからも二人が
全く違う存在で、けれどお互いのことが好きになっていくところが伝
わってくる。夜フクロウとドッグフィッシュ。住んでいる距離も好きな
ものも、なにもかも遠くにいた二人は、やがてお互いになくてはなら
ない存在になる。

みんなの

渡邉 文幸 著
6/16～8/15 に受け入れた本の中から
理論社／2022
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 978-4-652-20498-6

アマビエちゃん

小
岩

松
江

すとう けんたろう 著・イラスト
講談社こども教室 監修
講談社／2022
ISBN 978-4-06-527106-3

『スクラッチ』

西

歌代 朔 作
あかね書房／2022
ISBN 978-4-251-07312-9

『大きな字でわかりやすい
Ｇｏｏｇｌｅグーグル入門』

『噓の木』

ＡＹＵＲＡ 著
技術評論社／2022
ISBN 978-4-297-12854-8

フランシス・ハーディング 著
児玉 敦子 訳
東京創元社／2017
ISBN 978-4-488-01073-7

本の世界はあらゆる国の人、あらゆる人生を送っている人との
距離を無くしてくれる。遠い国の人、近くにいるのに何もしらない、
全く違う人の人生を教えてくれる。遠くにいるけれど、身近に感じ
る人。近くにいるけど、どこか遠くに感じる人。
いろんな人と、本の世界で出会ってみませんか。
（木山）

『松江図書館'ｓ ハロウィン

』

今年も松江図書館に
ハロウィンの季節がやってきたよヾ(o´∀｀o)ﾉ♪
『フォトスポット』
期間：9／27(火)～10／31（月)

葛

『5 文字で四字熟語』

そんな遠距離恋愛ならぬ遠距離姉妹の物語だが、『エヴリデ
イ』の主人公、A も「距離」に悩まされる。
A は毎日、朝になると同い年の誰かに乗り移り、一日だけその
人として生活する。なるべく乗り移ってしまった人の人生を壊さな
いように、慎重に観察して、考えて、当たり障りのない日を過ごす
ように努力する。そんな A がある日、ジャスティンにとりつき、ジャ
スティンの彼女であるリアノンに恋をする。なんとかして自分を知
ってほしい。彼女と話したい。そう願った A は行動を起こす。目覚
めるたびに、リアノンから何時間の距離にいるかを考える。やがて
リアノンは A の存在を知るただひとりの存在になっていくが……。
A がとりつくのは車で移動できる範囲にいる人間。けれど、自
分が朝になったらどこにいるのか自分でもわからない。起きた時
に、自分がいるのは健康な体なのか。パソコンでメールが送れる
家なのか。彼女に会いに行ける状態なのか。A とリアノンの距離
は近いのに、けれどどうしても縮まらない部分もある。心が近づけ
ば近づくほど、夜を越えてずっと一緒にいることは不可能なのだと
感じてしまう。二人の恋の行方はどうなってしまうのか。
A を通して、さまざまな 16 歳の人生を垣間見ることができる。
美人から見える世界。太った人間から見える世界。思い通りにな
らない身体を持つ人の世界。精神は同じ A のものだとしても、身
体が変われば感じる世界は大きく変わる。A を通して、私たちもさ
まざまな人たちのことを知り、旅することができる物語だ。

場所：松江区民プラザ１階ロビー
お好きなポーズでどうぞ♪
東
葛
西

『ハッピーハロウィン』
期間：10／27(木)～10／31（月)

タンスのひきだしを開けっぱなしにしてはいけない。

場所：松江図書館カウンター
合言葉を言うと何かが起きる……

最新情報は Twitter や HP,図書館ポスターで確認してね。

東

『生きるために必要な「法律」のはなし
大人になる前に知ってほしい』
小
松
川

木村 真実 高橋 麻理
志賀 野歩人 青木 美佳 監修
ナツメ社／2022
ISBN 978-4-8163-7180-6

『漢字が日本語になるまで
音読み・訓読みはなぜ生まれたのか?』

ひとつ屋根の上！

部

円満字 二郎 著
筑摩書房／2022
ISBN 978-4-480-25134-3

雨をしのいで、風をよけて、
ひなたぼっこもできる。
そんな屋根が、誰にも必要なんだ。

中
篠
崎

『10 代から知っておきたい
あなたを閉じこめる「ずるい言葉」』
森山 至貴 著
ＷＡＶＥ出版／2020
ISBN 978-4-86621-303-3

『世界のふしぎな色の名前』
城 一夫 カラーデザイン研究会 著
ｋｉｌｌｄｉｓｃｏ 絵
グラフィック社／2022
ISBN 978-4-7661-3554-1

央

『週刊プロレス』ベースボール・マガジン社／『NSCA 高校生のための体力トレーニングマニュアル』NSCA ジャパン編著 福永哲夫監修 ベースボール・マガジン社

今回のテーマは「猫」

オス猫は左利き、メス猫は右利き？

今、日本は空前の猫ブーム。

手術済の印として
耳をカットするにゃ。
麻酔をしているので
痛くないニャン！

２００９年、イギリスの心理学者が猫たちの利き手を

コロナ禍の在宅勤務で生活の中に癒しを求め、猫を飼い始める人も増えていて、
調査したところ、「オスは左利き、メスは右利き」とい
コロナ以前に比べると猫を飼い始める人が 24％も増加したんだって！
う結果になった。
猫の経済効果（猫のエサやおやつ代、猫グッズ・写真集など売り上げ）・通称「ネコノミクス」は、
そして２０１８年、今度は北アイルランドの研究者たち
が猫たちを観察し統計を取ったところ、結果はやはり
年間２兆円を超え、今年はさらに拡大するとの試算も出ているとか。
「オスは左利き、メスは右利き」だったそうだ。
そんな猫ブームにちょっと便乗して、小岩図書館のキャラクター
．．
猫を飼っている方、飼い猫の利き手なんて、
「こいわん」が図書館にある猫の本をニャン冊か紹介するよ。
考えたこと、なかったでしょ？
猫が主人公の本と言えば、夏目漱石の「吾輩は猫である」を思い
浮かべる人も多いと思うけど、図書館には小説以外にもいろいろ
な視点から楽しむ猫の本がたくさんあるんだ。
江戸時代の人々は短尾の猫を好んだ？
猫好きも、そうでもない人も、ぜひ読んでみてね！

知ってる？

江戸時代、猫が年をとると化け猫になり、長いシッポが
また

二つに分れ人を食い殺す……という「猫股伝説」があった。

おしゃべり猫は不満ばかり言っている？
子猫は母親に面倒をみて欲しくてよく鳴くが、成長すると鳴かなくなる。
しかし、甘ったれの飼い猫は大人になっても「ニャーニャー」鳴く。
気持ちは子猫のままなので、不満がある度に鳴く。もともと不満が声に
なっているので、おしゃべり猫は文句の多い猫なのだそうだ。
可愛いと思っていた飼い猫の鳴き声が、文句たらたらだったとは……。

それを恐れた人々は短いシッポの猫を好み、
地方によっては、子猫の時にシッポを
切って短くする風習もあったらしい。

rap ： ノラ猫を捕まえて

ＴＮＲ活動とは

めちゃイタ迷惑な話だにゃ。
参考文献：『オスねこは左利き メスねこは右利き』
加藤 由子/著 ナツメ社
ISBN 978-4-8163-6819-6

euter ： 不妊・去勢手術をして
eturn : 元の場所に戻す

耳がＶ字型にカットされたノラ猫を見たことはありませんか？
これらの猫はノラ猫として繁殖し、殺処分されてしまわないよう、
ボランティアの方々が捕獲して去勢手術を受けさせ、地域に
戻された猫たちで【地域猫】と呼ばれます。
また、カットした耳の部分が“さくら”の花びらの形に

【100 均で買った材料：クッキープレーン粉、アイシングパウダー、チョコペン、オーブンシート、ねこ顔型】

❶ボウルに室温に戻したバター35ｇを入れ、

似ているので、
【さくらねこ】とも呼ばれます。

❹ネコ顔型で型抜きする。

クリーム状になるまで混ぜる。
卵黄 1 個を入れ、また混ぜる。
クッキープレーン粉 100ｇを投入し、
ゴムべらで切るように混ぜる。

型抜きしづらく
なったら、もう
1 度冷やすッピ！

『考えない猫が教える脱力系哲学の言葉』
原田 まりる/著 関 由香/写真 大和書房

粉を入れたら、
サックリ
混ぜるッピ！

ISBN 978-4-479-39353-5

人生を猫目線で見た、ゆる～い哲学入門書。

❺ オーブンシートを敷いた天板に
❷まとまった生地をめん棒で伸ばす。

乗せ、170℃で余熱したオーブン
で 15～20 分焼く。

3~4 ㎜の厚さに
均等に伸ばすッピ！

絵本だけど、
めちゃ面白いにゃ！
読んでみ！

❻焼きあがったクッキーが冷めたらアイシングして、
固まったらチョコペンで表情を描く。

〈番外編〉

アイシングで顔を
塗ったら、表情は
チョコペンで
描くッピ！

『元・保護猫と世界一幸せに暮らす方法
13 のストーリーと出会い方・迎え方』

主婦の友社/編 主婦の友社
ISBN 978-4-07-429950-8

素敵な家族と出会い、世界一幸せになった
元・保護猫たちのお話。

➌伸ばした生地をラップに包み、
冷蔵庫で 30 分寝かせる。

❼出来上がりだにゃー！

『ねこのほそみち 春夏秋冬にゃー』
堀本 裕樹/著 ねこまき/著 さくら舎
ISBN 978-4-86581-049-3

17 音で感じる猫の魅力に癒されよう。

Making sweets & illustration：karin

『ねこは るすばん』
町田 尚子/作 ほるぷ出版
ISBN 978-4-593-10096-5

床屋に本屋に回転寿司……
知らなかった充実した猫の 1 日。

ルドルフ

小岩図書館からの

てき

的

柴又街道はルドルフが
トラックに乗って岐阜
からたどり着いた道！

数字が付いている
場所は裏面に詳し
い説明があるよ！

ルドルフとイッパイアッテナ
作：斉藤 洋 絵：杉浦 範茂 (講談社)
ISBN 978-4-06-133505-9

MAP イラスト：たろー

ティーンズ

２階の Teens’コーナーに
は、中高生向けの本がたく
そろ

さん揃っているよ！ 新
着本コーナーで最新の本
もチェックしてみよう♪
３階の小岩コーナーには、
斉藤 洋さんをはじめとし
た小岩ゆかりの作家や著
名人、地域にまつわる資料
がたくさん。
江戸川区東小岩３丁目６－９

ルドルフとイッパイアッ
テナの住みかとなった神
社。境内には、斉藤 洋さん
の旧自宅跡がある。
「夜は、神社のゆか下にねた。
ねながら、ぼくたちはいろいろ
なことを話した。」
江戸川区北小岩６丁目３９－２２

物語に登場する小学校の
モデルとなった。ルドルフ
が教養を学んだ図書室が
ある。給食のおばさんから
シチューを分けてもらっ
たのも、この学校かも！？
「ほうら、きた。シチューの日に
は、いつもくるんだから。」

江戸時代に「佐倉街道」と
呼ばれていた道で、明治時
代からは用水路として使
われていた歴史ある街道。
桜並木の美しい散策路は
お散歩するのにピッタリ。
春になると、たくさんの桜
が咲きます！

魚屋や花屋、ルドルフたち
の親友・ブッチーが飼われ
ている金物屋がある商店
街として、物語にも登場し
ているよ。

イッパイアッテナがケガ
をした際、友達のクマ先生
に運び込まれ治療を受け
た動物病院。

「魚をぬすみにいくならともか

「うるさいな。おまえらがそこで

く、用もないのに魚屋の前をね

さわいでいると、獣医の先生の

こが通るなんて、ばかげてい

気がちって、助かるものも助か

る。」

葛飾区鎌倉４丁目

江戸川区北小岩７丁目２－１

らなくなるぞ。」

江戸川区北小岩８丁目

江戸川区北小岩６丁目１－１１

しょうぶ

江戸川河川敷に広がる回
遊式庭園。５月から６月に
かけて、約５万本の花菖蒲
が咲く菖蒲田は圧巻。周辺
に生育する、さまざまな野
草も見逃せない。
江戸川区北小岩４丁目先 (江戸川河川敷)

明治２３年(１８９０年)、
「日本の植物学の父」とも
言われる牧野 富太郎博士
が、食虫植物の「ムジナモ」
を日本で初めて発見した
場所が小岩菖蒲園だった!!

ムジナモ発見百周年記念碑

※現在、小岩菖蒲園内にムジナモは自生していません。

参考：『ルドルフとイッパイアッテナ』 作：斉藤 洋 絵：杉浦 範茂 (講談社)
『北小岩ルドルフの町タウンマップ』 (ルドルフ応援団)
江戸川区ホームページ https://www.city.edogawa.tokyo.jp

