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『 ろうの両親から生まれたぼくが聴こえる世界と
  聴こえない世界を行き来して考えた３０のこと 』

五十嵐 大／著
 幻冬舎　２０２１年　図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　 聴こえない親の元に育った聴こえる子ども＝コーダの著者が、
聴こえない親と聴こえる子どもの間にどんな事が起きうるかを多く
の人に知ってほしいと、 その人生について綴ったノンフィクション
である。
　 中途失聴者の父と生まれながらに聴こえない母、 健聴者の祖
父母に囲まれ育った幼い頃は、 母と簡単な手話でコミュニケー
ションを取ることや、 母が唇の動きを読み、 話しかけてくれるこ
とは “ふつう” のことだった。 それが、 幼稚園に行き、 小学校
に上がる頃には、 自分の親と友達の親が違うことに気づく。 遊
びに来た友だちに母の声がおかしいと笑われたり、 手話を変だ
と言われたり、 障害者の子どもという理由で仲間外れにされたり
もした。 心の複雑な気持ちを伝える言葉を持てないまま不安と不
信感をかかえ、 大好きで、 守りたいと思っていた母を疎むように
なった。逃げ出した東京で出会った聴覚障害の人たちや友人、
そして何よりコーダという言葉を、 自分と同じ立場の人がいるこ
とを知ったことで、 やっと固まった心が解けていった。
　 思い出したくない過去の自分から目を背けることなく、 率直な
気持ちが簡素な言葉で綴られている。 書くことで、 生きづらさを
抱える人の力になれれば、 そして、 偏見や差別が少しでもなく
なればと訴える。 聴覚障害だけでなく、 あらゆる社会のマイノリ
ティ （少数派） についても思いを巡らせる一冊。 （蔭木）
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わらべうたとえほん
１０ ： ３０～

祝日休館日

11

振替休館日

【日曜日おはなし会の時間変更】
４月から、 時間を変更しています。
◆小さい人 （５歳以上） ／ 10:30 ～ 
◆大きい人 （小学３年以上） ／ 11:00 ～

緊急事態宣言が発出されたため、 ５月１１日 （火） まで、
図書館の利用は、 町内在住 ・ 在勤 ・ 在学のかたに制限します。

緊急事態宣言期間



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/

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　　　　　　　　　　　　　 粉挽き小屋で父と暮らす
　　　　　　　　　　　　　 リュシラは、 一日ひとりぼっ
　　　　　　　　　　　　　　　ちで風車の大きな帆がくる
　　　　　　　　　　　　　 くるまわるさまをながめて
　　　　　　　　　　　　　 遊んでいました。
　　　　　　　　　　　　　 ある日、 草の上で星の光

　　　　　　　　　　　　　　 を浴びながら寝ていたリュ
　　　　　　　　　　　　　 シラは、 風の妖精と出会     
　　　　　　　　　　　　　 い、 秘密にする約束で踊
りを教わりました。 やがて、 美しく成長したリュ
シラは船乗りと結婚し、 年老いた父親と幼い子
供たちと貧しくとも幸せに暮らしていました。 し
かし、 夫の小舟が嵐で壊れ、 一家は食べるの
もやっとで、 夫はやってきた船に乗り、 長い航
海に出ることになりました。残されたリュシラは、
王さまの婚礼の御前で美しく踊れれば、 金貨を
持ち帰ることができる、と王宮へと向かいます。
リュシラの踊りは大喝采を浴び、 王さまは繰り
返し踊りを所望されました。 その様子を快く思っ
ていない王妃は、リュシラから踊りを教わり、
見返してやろうとしますが、 誰一人ほめるもの
はありませんでした、 腹を立てた王妃は言葉巧
みに王さまをあやつり、 リュシラを魔女に仕立
てます。 リュシラは、 独房に閉じ込められ、 誰
に踊りを教わったかと何度聞かれても妖精との
約束を守り通しました。 魔女裁判にかけられ水
責めや火あぶりにされるリュシラを風の妖精た
ちは助けてくれました。
 リュシラが妖精を信じ続ける健気さや、 風の妖

精たちがリュシラを守り続ける誠実さが伝わり、
夫と再会する結末に安堵します。 他に、 羊飼
いの娘が木の妖精に助けられる話や、 ジプシー
が作った魔力が備わった杯の話など民話風に
綴られた物語が７編収められています。（水鳥）

『 風の妖精たち 』
メアリ ・ ド ・ モーガン／作

矢川澄子／訳
岩波書店　1979 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） ／ 10 ： 30 ～ 11 ： 00
　５月のおはなし
　「こすずめのぼうけん」 （愛蔵版おはなしのろうそく７　東京子ども図書館）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 11 ： 00 ～ 11 ： 30
　５月のおはなし
　「正直な若者とねこ」 （子どもに語る北欧の昔話　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

                               　    　 こやぎを七ひき
　　　　　　　　　　　　　　　　　 育てているおかあ
　　　　　　　　　　　　　　　　　 さんやぎは、 おお
　　　　　　　　　　　　　　　　　 かみに気をつける         
　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう子どもたちに
　　　　　　　　　　　　　　　　　 言い残し、 森に
　　　　　　　　　　　　　　　　　 食べものを探しに
　　　　　　　　　　　　　　　　　 出かけます。 ま
もなくして、 おおかみがやってきますが、 こ
やぎたちは、 しわがれ声を見抜きます。 お
おかみは雑貨屋のはくぼくで声をきれいに
し、 また家にやってきますが、 今度は黒い足
で見抜きました。 すると、 パン屋と粉屋で前
足を白くしてもらい、 またやってきました。 き
れいな声と白い足を見て、 おかあさんだと思
い込んだこやぎたちは戸をあけ、 おおかみ
に食べられてしまいます。 帰ってきたおかあ
さんやぎは変わり果てた部屋に驚き、 順に
名前を呼ぶと、 末のこやぎからだけ返事が
ありました。 事情を聞いて外に出たおかあさ
んやぎは、 ふくれたお腹を出して寝ているお
おかみを見つけ、はさみでお腹をひらくと、
こやぎたちがとび出してきました。 そして、
急いでおおかみのお腹に石をつめ、 縫い合
わせました。
　グリムの昔話の１話で、 黄、 緑、 茶を基
調とした落ち着いた色合いとリトグラフの細い
線描で原話を忠実に表現しています。 おか
あさんとの約束を守るこやぎたちと、 知恵を
働かせるおおかみとのやり取りは緊張感があ
り、 こやぎたちが無事におかあさんと再会し、
おおかみをやっつける結末は痛快です。 読
んであげるなら４歳から。 （矢内）

　★マスクを着用して参加してください★

『 おおかみと七ひきのこやぎ 』
フェリクス ・ ホフマン／え

せた　ていじ／やく
福音館書店　1967 年

　新型コロナウィルス感染症対策のための 「緊急事態宣言」 が発令さ

れました。 図書館は、 感染拡大を防ぐため、 利用を一部制限していま

す。 利用者の皆さまには、 マスクの着用と手指

の消毒、 １時間以内の利用にご協力ください。

  【制限しているサービス】

 ●利用は、 町内在住 ・ 在勤 ・ 在学のかたに制限します。

 ●視聴覚ブースでのＡＶ視聴 （密を避けるため利用できません）

 ●おはなしのへや （密を避けるため利用できません）

 ●貸出袋の利用➡感染防止のためマイバックをご持参ください

新型コロナウィルス感染症対策

ソーシャル
ディスタンス

▼

▼ Social Distancing
にご協力をお願いします。

　　４月２３日 （金）➡５月３０日 （日）
ビンゴカードのマス目の課題に沿った本を読んで埋めていき、 できたビンゴの数によっ
て手作りの景品をプレゼント。対象／４歳以上中学生まで　※くわしくはカウンターで！

★よむよむビンゴ★
FREE
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