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『 安政五年、 江戸パンデミック。
　　　　　　　　　　　　　－江戸っ子流コロナ撃退法　』

立川 談慶／著
 ソニー ・ ミュージックエンタテインメント　２０２０年　図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　 本書は、 落語家である著者が独自の視点で、 幕末に蔓延した疫
病コレラ禍での江戸っ子のしなやかで粋な生き方を綴っている。
　 安政 5 年、江戸を襲ったコレラは死者約 30 万人ともいわれた。
医学未発達の時代に発症 2 ～ 3 日で 「ころりと死ぬ」 というところか
ら 「コロリ」 と呼ばれたり、 「虎狼狸 （ころり）」 という妖怪が誕生し
たりしたのは、 ユーモア好きな江戸っ子が、 怖さを封じ込め、 笑っ
てやり過ごすという茶目っ気から生まれたものだと語る。 また、 オラ
ンダ海軍軍医ポンぺが医学生たちにコレラ防疫法として、 患者を隔
離することを教示。 その後現代にも通ずる感染対策が確立し、 検疫
のために 40 日間沖に留め置かれる船が 「コレラ船」 と呼ばれるよう
になる。 当時の俳句や川柳で、「コレラ船」は夏の季語として使われ、
そこには根拠のない差別的言動など浮かぶことなく、 疫病禍も風景
の一部として受け入れる江戸っ子のおおらかさが感じられるという。
　 ほかにも、 「三密」 だった長屋での近所付き合いや、 物売りの 「棒
手振り （ぼてふり）」 は現代のウーバーイーツなど、 落語の噺と師
匠である談志の言葉も絡めながら、 江戸社会と現代の共通点に触
れている。
　 落語家ならではの軽快な語り口で書かれ、 江戸っ子の心意気でコ
ロナ禍を乗り切ってほしいという思いが伝わる。 興味深い当時の生
活がうかがえるとともに、withコロナ時代の一助になる一冊。（中尾）
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　　　　　　　　　　　　　　 ビン王国の働き者の
　　　　　　　　　　　　　　バートラム王さまは、 毎
　　　　　　　　　　　　　　日早起きして国の堤防並
　　　　　　　　　　　　　　木を世話するのが大事
　　　　　　　　　　　　　　な仕事でした。 堤防並木
　　　　　　　　　　　　　          が海の水をふせいで海よ
　　　　　　　　　　　　　　り低い王国を守っていま
　　　　　　　　　　　　　した。 ところが、 ニザード
　　　　　　　　　　　　　　          という大きなくろどりが、
群れになって大好物の並木をつつこうとやっ
てきます。 王さまは、 大きくてすばしこいね
こたちのパトロール隊をつくってニザードを追
い払っていました。 王さまは、 他にも山ほど
仕事があり気の休まるひまがありませんでし
たが、竹うまで遊ぶことが唯一の楽しみでした。
　 ある日、楽しむことが嫌いなドルーン卿は、
王さまの竹うまをかくすよう小姓のエリックに命
じます。 竹うまを盗まれ、 すっかり元気をなく
した王さまは仕事が手につかなくなり、 ねこへ
の命令も気の抜けたものになって、 ねこたちも
怠けてしまいました。 国はニザードの飛来で
大変なさわぎになりました。 エリックはいても
たってもいられなくなり、 王さまに会いにいきま
すが、 ドルーン卿に捕まってしまい、 空き家
に閉じ込められます。 うまく逃げ出したエリック
は、 海の水が流れ込むなか急いで竹うまをほ
りだし、 王さまのところへ持ち帰ります。 　
　 黒と赤のシンプルな色づかいの絵は、 竹うま
で遊ぶ王さまやニザードの群れを追うねこたち
の生き生きとした姿を引き立たせ、 ドルーン卿
の悪だくみから国を救い元気をとりもどした王さ
まとエリックが竹うまで並んで走る様子からは
喜びが伝わってきます。 （水鳥）

『 王さまの竹うま 』
ドクター＝スース／さく ・ え

わたなべ しげお／やく
偕成社　1983 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
　１１月のおはなし
　「カンチルと巨人」 （子どもに聞かせる世界の民話　実業之日本社）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
　１１月のおはなし
　「ほうき屋のショーン」 （子どもに語るｱｲﾙﾗﾝﾄﾞの昔話　こぐま社）

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

                               　        タクシードライバー   
　　　　　　　　　　　　　　　のランスさんの飼い
　　　　　　　　　　　　　　　ネコになったトムは、
　　　　　　　　　　　　　　　寒い日も暖炉のまえ
　　　　　　　　　　　　　　　で昼寝ができ、 ミル
　　　　　　　　　　　　　　　クものめるようになり
　　　　　　　　　　　　　　　ました。 ところが、
　　　　　　　　　　　　　　　ランスさんが足の骨
を折って仕事にでられず、 稼げなくなり困っ
てしまいます。 トムは、 小さなネコのタクシー
を作ってもらい、 代わりに仕事をすることに
しました。 最初の黒ネコのお客さんからは、
お礼にコルク栓、 次はニシンと消しゴムをも
らいますが、 ランスさんから 「働くっていうこ
とは、 お金をもらうことなんだよ」 といわれ、
運賃を１ポンドにします。 ある日、 ３人の銀
行強盗を灯台まで追いかけたトムのおかげ
で、 逮捕することができました。 市長から感
謝のメダルと、 警察署長から正式なタクシー
につけるワッペンをもらい、 本物のタクシー
ドライバーになりました。
　灯台の光といっしょにグルグル飛びはねる
トムの影が町までとどく様子が愉快で、 自分
が役に立つことがわかり、 うれしく思うトムに
笑みがこぼれます。 ほかにも、 人間のおば
あさんからの依頼で孫への誕生日ケーキを
犬に追いかけられながらも運んだり、 あがり
かけたはね橋を飛び越えて、 結婚式に寝坊
した花婿を運んだりするおはなしが収められ
ています。 読んでもらうなら五歳から。 （馬場）

　１０月１日に図書館システムの入れ替えを行い、 利用者カードが
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
した。 新しいカードへの切り替えが
必要ですので、 まだ、 交換がお済で
ないかたは、 ご来館時にカウンターで
必ず手続きをお願いします。 その際に
は、 運転免許証など住所等が確認
できるものをご持参ください。 なお、
今後、 カード再発行には実費代１００円
がかかります。 大切に保管ください。

利用者カードが新しくなりました。

　★マスクを着用して参加してください★

『 ネコのタクシー 』
南部和也／さく

福音館書店　2001 年

新カード

旧カード

直木賞作家

演題／ 「生き方雑記帖」

講演会　１２月１３日 （日） 13:30 ～ 15:00
会場／さよう文化情報センターホール
定員／２００人 （要申込 ・ 参加無料）

詳細は

別紙チラシ
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