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『 北斎になりすました女　葛飾応為伝 』
檀　乃歩也／著　
講談社　２０２０年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 本書は、 BS のドキュメンタリー番組の企画をきっかけに、 「吉原
格子先之図」 の作者として近年、 内外から注目を集める女絵師 ・
応為の半生を、 絵画研究をもとにミステリー仕立てで浮かび上がら
せたノンフィクションである。
　 応為は、 浮世絵の巨匠 ・ 北斎の娘で、 本名を栄という。 幼いこ
ろから絵に親しみ、 絵師の所に嫁ぐもすぐに離縁され、 北斎の工
房に同居しながら父を支え続けた。 酒、 たばこをたしなみ、 男勝り
で義理人情に厚く、 絵を描くこと以外何物にも頓着しない女性だった
ようだ。 そんな彼女が、 実は北斎のゴーストライターではないかと
謎をかける。絵画研究家の久保田一洋氏は、応為の特徴として、
ほっそりとした指先とほつれ髪の描写をあげ、 応為と北斎の作品を
比較しながら北斎画に見られる応為の存在を示す。 また、 カナダ
人作家のゴヴィエは、 北斎 90 歳の作品同士の比較から、 なめら
かなタッチの「雪中虎図」は実は応為の筆ではないかという。 当初、
細部や仕上げを担当していた応為が、 北斎最晩年には絵のほとん
どを担当し、 北斎も承知の上、 北斎の名で作品を世に出していた
のではないかという仮説は大胆だが読み進めると説得力を増す。
　 江戸後期の日本画に見られる西洋絵画の影響や、 川原慶賀やク
ロード ・ モネなど同時期に活躍した画家のエピソードも入れながら紡
がれる応為の半生は、 ミステリアスで、 興味がつきない。 図集を
傍らに、 また、 ゴヴィエや朝井まかてによって小説化された著書と
一緒に見ると更に面白さが増す。 （蔭木）
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※館内整理日による休館
６月２日 （火）、 ６月３０日 （火）
※祝日による休館
５月３日 （日）、 ５月６日 （水）
５月７日 （木 ・ こどもの日の振替）
※新型コロナウィルス対応臨時休館
４月１０日 （金） ～ ６月２日 （火）
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▲図書館は臨時休館しています
４月１０日 （金）    ６月２日 （火）
期間中は館内に入ることはできませんが、 電話 ・ インターネットで本の予約

を受け付けて貸し出します。 電話予約／月曜日 ・ 祝日を除く１０時～１８時
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インターネットで蔵書検索・予約ができます ●ｈｔｔｐｓ： //www.toshokan＠town.sayo.lg.jp/

『 アバラーのぼうけん 』
ベバリイ ・ クリアリー／作

松岡享子／訳
学習研究社　2008 年

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

                                    　  小さな庭の
　　　　　　　　　　　　　　　　　池に小さなか
　　　　　　　　　　　　　　　　　めがすんでい
　　　　　　　　　　　　　　　　　ました。 となり
　　　　　　　　　　　　　　　　　の う ち に は 、
　　　　　　　　　　　　　　　　　こねこがいまし
た。ある日、かめを初めて見たこねこは、
用心しながら近づいて、 前足でポンとた
たきました。 すると、 かめが首を引っ込
めたので、 こねこは目が飛び出るほど驚
きました。 かめの周りをぐるぐる歩きなが
ら、 もう一度たたくと首が出てくるかもし
れないと思って、 またポンとたたくと、 今
度は足が引っ込んで甲羅だけになってし
まいます。 驚いたこねこがじっと眺めてい
ると、 かめは首を出し、 足を出してこね
この方へ歩きだしました。 こねこは、 か
めが前へ出てくるたびに、 ひと足、 もう
ひと足と後ずさりするうちに、 とうとう池の
中に落ちてしまいました。 水が嫌いなこ
ねこは、 池を飛び出すと、 急いでうちへ
逃げ帰りました。
　白地に緑色の池と黒のやわらかな線で
描かれた鉛筆画から、 マイペースなかめ
と好奇心いっぱいのこねこの様子が伝わっ
てきます。 池があることを知らず、 かめか
ら後ずさるこねこにはらはらしつつも、 落
ちて驚くこねこの姿に笑みがこぼれます。
読んであげるなら２歳から。 （中尾）

『 いたずらこねこ 』
バーナディン ・ クック／ぶん

レミイ ・ シャーリップ／え
まさき るりこ／やく

福音館書店　1964 年

あそばせ隊 おはなし会
毎週土曜日／ 14 ： 00 ～ 14 ： 30
幼児 ・小学生対象

図書館 おはなし会　毎週日曜日

小さい人 （５歳以上） ／ 14 ： 00 ～ 14 ： 30
　５月のおはなし
　『ついでにペロリ』 （東京子ども図書館）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
　５月 ・ ６月 ・ ７月のおはなし
　クルミわりのケイト 『だめといわれてひっこむな』 （東京子ども図書館）

おはなし会

※いずれも図書館おはなしコーナー　　事前申し込み不要

◆としょかんの電話　８２－０８７４

                               ある日、 犬のアバラー 
                        は、 飼い主のヘンリーく
　　　　　　　　　　　 ん一家と新車でショッピン
　　　　　　　　　　　 グセンターに行き、 迷子
　　　　　　　　　　　 になってしまいます。 雨
　　　　　　　　　　　 の中、 駐車場の何百台
　　　　　　　　　　　 もの中から、 新しい車の
　　　　　　　　　　　 匂いがする車をみつけて
乗り込みますが、 それは、 ５人の子どもた
ちのいるディングリー家の車で、 家とは反対
の方角に走り出してしまいました。 子どもた
ちにボディーソープをかけられ、 泡だらけに
されて洗われたアバラーは、 すきを見て逃
げ出し、 ヘンリーくんの家の方角に歩きはじ
めます。 途中、 おなかをすかせて、 食べ
物をもらったフローリーさんの家に身を寄せ
ますが、 人間のように帽子やめがねをつけ
させられ、 大勢のご婦人たちの前でお祈り
のポーズをさせられたのがいやで、 そこも
逃げ出します。 一方、 ヘンリーくんは、 動
物愛護協会に電話をし、 新聞に迷い犬の広
告を出してアバラーを探し続けていました。
　 帰り道がわからなくなって、 子どもたちに
ついて学校に行ったり、 フットボールの試合
に潜り込んでみたり、 アバラーがヘンリーく
んのもとに無事帰れるのかとハラハラしま
す。 迷子になって１か月、 ヘンリーくんと再
会し車に乗り込む結末に安堵します。 ヘン
リーくんシリーズの７作目。 （尾﨑）

大きな文字で読みやすい 「大活字本」　をたくさんそろえました。
◆小さな文字の本が読みづらいかたにおすすめ

臨時休館のため次の行事は中止です。

●「わらべうたと絵本の会」

●毎週土 ・ 日の 「おはなし会」

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、 佐用町立図書館は臨

時休館しています。 休館期間中は、 館内に入ることはできません。

　　 ただし、 電話 ・ インターネットで本の予約を受け付け、 貸出を

　行います。※町内に在住 ・ 在勤 ・ 在学者のみに限ります。

　※くわしくは、 図書館にお問い合わせください。

●臨時休館期間／４月１０日 （金）    ６月２日 （火）

図書館は臨時休館しています

なお、 今後の状況によっては、 休館の延長や解除があります。

▼
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