
佐用町立図書館通信 No.１１９

としょかん生活
すべての町民の暮らしを応援します ●編集 ・ 発行／佐用町立図書館  〒679-5301 佐用郡佐用町佐用 2585 番地

Tel ： 0790-82-0874　Fax ： 0790-82-0313　E-Mail ： toshokan＠town.sayo.lg.jp

２０２１

１
Ｊａｎ

( 令和３年 )

としょかんカレンダー１月睦月 2月 如月

『 木のストロー　』
西口 彩乃／著

 扶桑社　２０２０年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 本書は、 住宅会社の広報社員である著者が、 世界初となる 「木
のストロー」 の開発から完成までの２年間を綴ったものである。
　 2018 年 8 月、 環境ジャーナリストの竹田有里から 「木のストロー
をつくれないか」 と相談をうける。 当時、 脱プラスティックストローが
話題になっており、故郷が西日本豪雨で甚大な被害を受けた竹田は、
間伐材を有効利用して木のストローをつくる循環システムができれ
ば、 間伐材と脱プラの両問題を解決できるのではないかと考えてい
た。 西口にとって、 住宅メーカーがストローを作ることに迷いがあっ
たが、 大反対する役員に直談判をして許可を得る。 接着ノリの扱
いなど課題は山積みだったが、 温度変化しない安全なストローを作
るヒントを得るため様々な人に会い、実験を繰り返した。2018年12月、
完成したストローの記者発表には 47 社ものメディアが参加し、 海外
から問い合わせがくるなど大きな反響を呼んだ。 さらに翌年、 「１本
で環境問題のすべてのストーリーを語ることができる」 と世界の首脳
が集まるＧ20 に採用され、 多くの人に認知されていく。 企業や省庁
から講演依頼、 ワークショップも増え、 木のストローでできることを
何かやりたいと、 SDGs  に取り組む横浜市では、 地産地消モデル
が誕生し、 地元の障がい者の雇用機会にもつながっていく。
　 環境問題を自分たちのことととらえて動き始める人々の輪が広がっ
ていく様子が綴られ、 木のストローの持つ大きな可能性が伝わって
くる。 環境破壊が原因の自然災害が毎年起こる今、 多くの人に読
んでもらいたい 1 冊。 （尾﨑）
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※空調工事による休館
１月１１日 （月） ～１月２５日 （月）
　休館中の返却は、 返却ポストをご利用
　ください。 （他館取寄せ本 ・ＡＶは不可）

●特別貸出／１/６ 　１/１０
   貸出上限なし ・ ６週間貸出

※祝日による休館
２月１１日 （木）、 ２月２３日 （火）
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※SDGs ／国連で定めた 2030 年までにすべての国で取り組む 「持続可能な開発目標」
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謹賀新年
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図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　　　　　　　　　　　　　　  平安時代の京都、
　　　　　　　　　　　 異母妹を自分の過失
　　　　　　　　　　　 で 死 な せ て し ま っ た
　　　　　　　　　　　12 歳の篁（たかむら）

　　　　　　　　　　　 は失意の日々を送っ
　　　　　　　　　　　 ていた。
　　　　　　　　　　　     ある日、 妹が落ち

　　　　　　　　　　　 て死んだ古井戸へ向
　　　　　　　　　　　 かう篁は、 五条橋で
阿子那 （あこな） という少女から、 亡き
父が作った橋を蹴とばしたことを謝るよ
う怒鳴られるが、 素直になれず通り過
ぎてしまう。 妹を想ううち、 古井戸から
冥界へと吸い込まれた篁は、 牛や馬の
顔をした鬼に食われそうになったところ
を、 死後も都を守れと命じられた征夷
大将軍、 坂上田村麻呂によって助けら
れる。 現世に戻った篁は、 大雨で増水
した五条橋にぶつかる流木をどけてほし
いと訴える阿子那を見かける。 周りが
手をこまねくなか、異形の大男が現れ、
阿子那から話を聞くと、川へ飛び込み、
流木をどけ始めた。 その大男は、 坂上
将軍に角を折られ、 冥界から逃げ出し
てきた非天丸という鬼だった。
 実在した小野篁を主人公に、 非天丸

を父のように慕う阿子那と、 阿子那を守
り生きようとする非天丸との交流を通し
て、 篁の心情の変化と成長が描かれて
いる。 妹の死を乗り越えて元服する姿
が心に響くとともに、 ストーリーに織り
込まれた平安京の四季や情景が物語に
陰影を与えている。 （中尾）

『 鬼の橋 』
伊藤　遊／作

太田　大八／画
福音館書店　1998 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
　１月のおはなし
　「雌牛のブーコラ」 （おはなしのろうそく２４　東京子ども図書館）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
　１月後半～３月のおはなし
　「ものしり博士」 （子どもに語るグリムの昔話３　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

                               　    　 けいてぃーは、
　　　　　　　　　　　　　　　　  キャタピラのついて
　　　　　　　　　　　　　　　　  いる赤いりっぱなト
　　　　　　　　　　　　　　　　  ラクターです。 夏   
　　　　　　　　　　　　　　　　  はブルドーザーを
　　　　　　　　　　　　　　　　　つけて道を直し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　冬は除雪機をつけ
　　　　　　　　　　　　　　　　  て雪をかきのけます。
　 冬が来て、 雪かきトラックたちが除雪をして
いましたが、 大きくて力の強いけいてぃーが
出るほどの雪は降りませんでした。 ある日、
雪が３０センチ、 １メートル、 ２階の窓のとこ
ろと降り積もり、 町は雪の下に隠れました。
雪かきトラックが動けなくなり、 道はとおれず
学校やお店が休みになり、 何もかも動けなく
なりました。 けれども、 けいてぃーだけは動
いていました。 警察署長さんから、 町を守る
ため外へ出られるようにしてくださいと頼ま
れ、 「よろしい。 わたしについていらっしゃい」
と大通りの雪をかきわけます。 動けなくなった
人たちから次々と 「たのみます！」 といわれ、
急病人を運ぶため病院まで、 消防自動車を
火事のところまでと町じゅうを進み、 道をつけ
ました。
   雪をかきわけた道が水色で彩られ、 雪のも
うふでかくれていたカラフルな家がその姿をあ
らわし、 止まっていた町が動き出す様子が、
丸みのあるやわらかい線で細部まで描かれて
います。 せっせと仕事をこなし、 力強く進む
けいてぃーの姿に引き込まれます。 （馬場）

●特別貸出期間／１月６日 （水）    １月１０日 （日）
　　空調設備工事のため、 １月１１日 （月） から２５日 （月） まで休館となります。
　休館に伴い、 上記の期間は貸出の上限をなくし、 何冊でも借りていただけます。

▼

　★マスクを着用して参加してください★

『 はたらきもののじょせつしゃ
けいてぃー 』

Ｖ・Ｌ・ バートン／文 ・ 絵
いしい  ももこ／訳

福音館書店　1978 年

２月のスペシャル展示

「見上げてごらん！至上の星を」
－西はりま天文台から宇宙の彼方へ－

　 開設３０周年を迎えた西はりま天文台から、
春 ・ 夏 ・ 秋 ・ 冬の星座、 星空や望遠鏡の
仕組みなどを紹介したポスターなど展示しま
す。 ぜひ、 ご覧ください！

●協力／兵庫県立大学西はりま天文台
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