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『 ラマレラ最後のクジラの民』
ダグ ・ ボック ・ クラーク／著

  上原裕美子／訳　
ＮＨＫ出版　２０２０年　図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 本書は、 一万三千以上の島々でなるインドネシア、 レンバタ島の
クジラ漁で生計を立てる人口千五百人の漁村 ・ ラマレラの村人を取
材した迫真のルポルタージュである。
　 世界で唯一、 伝統捕鯨に生きるラマレラの民はテナ （木造船）
に乗り、 手銛一本で六十トンのマッコウクジラに挑む。 肥沃な土地
に恵まれず、 作物を育てるのには向かないラマレラでは、 長年クジ
ラ狩りで人々の栄養摂取と文化を支え、 近隣の山の民との物々交
換で通貨はほとんど使わない。 しかし、 過去二十年ほどの間で、
ラマレラにも近代化の波が押し寄せる。日常的に古き慣習から外れ、
現代的な生き方を求める若者たちがクジラ漁を捨て、 インターネット
とソーシャルメディアに没頭していく。 また、 山の民が現金取引を採
用することが多くなり、 物々交換もめっきり影を潜めた。 両親もなく
祖父母と妹たちを養うのは自分だと思う青年ジョンは、 家族のそば
で暮らしラマファ （銛手） になる栄誉と大都会で暮らす憧れとの間で
悩む。 ラマレラ一番のラマファであるイグナシスは、 ラマファになる
という教えを、 息子ベンから支持されなくなるのではと自信をなくして
いた。
　 海の王者クジラに挑む海人の過酷な闘いが、 圧倒的な迫力と臨
場感をもって伝わってくる。 発展途上地域で近代化と伝統社会の間
で揺れ動く村人の葛藤と、 存続の危機にある希少文化と共に生きる
ラマレラの民が生き生きと描かれている。 （水鳥）
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　　　　　　　　　　　　　　 船乗りの少年チムと
　　　　　　　　　　　　　ジンジャーは、ある日、
　　　　　　　　　　　　　船の上で一匹の子犬を
　　　　　　　　　　　　　見つけました。 船長が
　　　　　　　　　　　　　大 の 犬 嫌 い だ っ た の
　　　　　　　　　　　　　で、 ２人は子犬を部屋
　　　　　　　　　　　　　に隠し、 タウザーという
　　　　　　　　　　　　　名前をつけて世話をす
ることにしました。 港に着くたびに、 飼って
くれる人を探しましたが見つからず、 日がた
つにつれて子犬はどんどん大きくなり、 食
べものをわけてやっていた２人はどんどんや
せ細っていきました。 そんなある晩、 散歩
中のタウザーを船長に見られてしまいます。
犬が見えるかと尋ねる船長に２人がいいえと
答えたため、 病気になったと思い込んだ船
長はふさぎこみ、 船長室に閉じこもって命
令を出してくれなくなりました。 やがて、 大
嵐がやってきて船に水が流れ込んできまし
た。 船長室へ行き、 いよいよ犬のことを白
状しようとした時、 猫を追いかけて飛び込ん
できたタウザーが誤って船長の足にかみつ
きました。 正気を取り戻した船長の指示で
無事嵐を乗り越えますが、 次の港で犬を船
から降ろすように言われます。
　 黒のペン画におちついた色で彩色された
絵は細やかです。船長の飼い猫やコック、
水夫たちとすっかり仲良くなったタウザーが
皆の頼みで船に残ることを許される結末から
は喜びが伝わってきます。 （尾﨑）

『 チムのいぬタウザー 』
エドワード＝アーディゾーニ／さく ・ え

じんぐうてるお／やく
偕成社　1995 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
大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
９月のおはなし
　【内容】 『夏のおすすめリスト』 から絵本を中心に！

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

                               　モファット家は、 お母さん、     
　　　　　　　　　　　　　 シルビー （16 歳）、 ジョーイ
　　　　　　　　　　　 （１３歳）、 ジェーン （10 歳）、                          
　　　　　　　　　　　　 の５人家族です。 ある日、 家
　　　　　　　　　　　　  の前庭の木の下で編み物をし
　　　　　　　　　　　　  ていたジェーンは、 自己紹介
　　　　　　　　　　　　 の時 「モファットきょうだいの
　　　　　　　　　　　　まんなか」 と付けるのはどう
だろうと思いつきます。 というのも、 子どもたちを
紹介する時お母さんはいつも名前の後に 「いち
ばん上の子」 「わたしの長男」 「わが家のあかちゃ
ん」 と付けるのですが、 ジェーンだけは何もなかっ
たのです。 そこでまず、 声に出して言ってみて、
次に通りかかった知らない女の子に、 そして、
町いちばんのお年寄りのバックルさんに試してみ
ました。 ところが、 バックルさんに誤って 「なぞ
めいたまんなか」 と言ってしまい、 すぐに取り消
しますがバックルさんは面白がって探偵のまねを
しながら行ってしまいました。 お母さんには 「モ
ファットきょうだいのまんなか」 と付けてもらえるよ
うになりますが、 バックルさんとは、 その後もな
ぞめいた探偵ごっこを繰り返すことになりました。
　 このほか、 分解するのはお得意だけれどなか
なか元に戻して返してくれない修理の天才に激怒
したジェーンが立ち向かう話や、 教会の建て替え
募金のための劇に熊役で出ることになったジェー
ンが熊の頭をなくし、 観客を大爆笑の渦に巻き込
む話など、 元気で好奇心いっぱいの女の子が繰
り広げるお話に思わず笑いがあふれます。 読ん
でもらうなら８歳くらいから。 （蔭木）　

９月２８日 （月曜）、 ２９日 （火）、 ３０日 （館内整理日） は休館です。
◆図書館システム更新に伴い９月２９日 （火） は臨時休館します

　図書館システムの入れ替えを行い、 １０月１日からホームページ

や利用者カードを刷新するなど、 より便利になります。

【おもな更新内容】

●図書館ホームページのデザインを一新、 機能を強化します。

　ホームページが見やすく、 本が検索しやすくなります。 そして、 ご

要望の多かった貸出履歴をマイ本棚に登録することができます。

●利用者カードが新しくなります。

　キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチック型のカードに変わり

ます。※新しいカードへの切り替えが必要です。

図書館システムが 10/1 から新しくなります

この３日間はホームページを停止します。 本の検索と予約はできません。

　★マスクを着用して参加してください★

『 ジェーンはまんなかさん 』
エレナー・エスティス／作

渡辺茂男／訳
岩波書店　2004 年 新版
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