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『 旅するカラス屋 』
松原  始／著

 角川春樹事務所　２０２１年　図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　 本書は、動物行動学者でカラスの生態を研究している著者が、
カラスを探し歩くカラス愛にあふれる旅のエッセイである。
　 街中でよく見かけるハシブトガラスの観察では、 山中での縄張り
サイズや密度、 暮らしを調べるため、 ２０か所の定点観測を３シー
ズンかけておこなう。 また、 翼開長が１２０センチ、 １日往復２００キロ
を飛び、神話に出てくる世界最大のカラス、ワタリガラスを見るためだ
けに、冬の知床で、死んだ鹿をついばむワタリガラスに警戒されない
よう、雪山でテーブルクロスをかぶり観察をする。
　 ほかにも全国各地での調査や、学会で訪れたヨーロッパでは日本
にはいないズキンガラスを探し、世界のいろんなカラスを見たいとマ
レーシアへ、イエガラスを探し歩くなど移動距離にして地球２周にも及
ぶカラス探索の出来事が、出会った生き物や食べ物もまじえ紹介さ
れている。
　 カラスの種類で異国を感じ、飛行機待ちの少しの時間でも双眼鏡
で探す様子からカラスに対する情熱がひしひしと伝わる。「どんな環
境にいてどうやって生きているのかと考えるのはとても楽しい」と魅力
を語る著者の言葉に引き込まれる。（馬場）
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０ ・ １歳
わらべうたとえほん
１０ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～

おはなし会
１０ ： ３０～
１１ ： ００～

祝日休館日

おはなし会
１４ ： ００～

【日曜日おはなし会の時間変更】
４月から、 午前実施に変更しています。
◆小さい人 （５歳以上） ／ 10:30 ～ 
◆大きい人 （小学３年以上） ／ 11:00 ～
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                               　    　 むかし、 ある
　　　　　　　　　　　　　　　　　 村の年寄り夫婦
　　　　　　　　　　　　　　　　　 に 3 人の息子が
　　　　　　　　　　　　　　　　　 いました。 上の２
　　　　　　　　　　　　　　　　　 人はりこうでした
　　　　　　　　　　　　　　　　　 が、 ３番目は世
　　　　　　　　　　　　　　　　　 界一ばかだと言
　　　　　　　　　　　　　　　　　 われていました。
ある時、 王さまが 「空とぶ船を持ってきた者
は王女と結婚させる」 というおふれをだしまし
た。 ２人の兄さんが立派な服を着て運だめし
の冒険に出かけるのを見て、 ばかむすこも
旅に出ました。 朗らかに歌いながら歩いてい
くと、 一人のおじいさんに出くわしました。 旅
のことを話すと、 空とぶ船を手に入れる方法
を教えてくれ、 飛んでいる途中で出会った人
はみんな乗せてあげるようにと言いました。
教えられたとおりにし、 目覚めてみると小さ
な船ができていました。 すぐに乗り込むと、
途中で出会った世界中の音を聞くきき耳や足
の速いはや足、 鉄砲の名人ら８人の男たち
を乗せ、 王さまの宮殿へと向かいました。
　 楽しげに歌うばかむすこと仲間を乗せ、 旗
をなびかせながら街道の上を進む空とぶ船
の様子が色彩豊かに描かれています。 ひと
り娘を田舎者にやりたくない王さまからの難
題を、 不思議な能力をもった仲間の力を借り
て次々と切り抜け、 王女と幸せになる結末
は痛快です。 （尾﨑）

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　　　　　　　　　　　　　 病気のお母さんとロン
　　　　　　　　　　　　　ドンのアンドルーおじの
　　　　　　　　　　　　　家に住むことになった
　　　　　　　　　　　　　ディゴリーは、 となりの
　　　　　　　　　　　　　家のポリーと、 自分た
　　　　　　　　　　　　　ちが住むタウンハウス
　　　　　　　　　　　　　の屋根裏探険に出かけ
　　　　　　　　　　　　　ることにしました。 ポリー
　　　　　　　　　　　　　の家の物置部屋の戸口
から屋根裏トンネルに入り、 ディゴリーの家
の横を通り抜け、 その先の空き家に入るの
です。 ところが、 入ってみると、 そこはアン
ドルーおじの書斎で、 二人は、 おじさんに
魔法の指輪で別世界へと送り込まれてしまい
ました。 そして、 滅びの都チャーンの宮殿
でディゴリーは、 魔女で女王のジェイディス
を目覚めさせてしまいます。 背がとても高く、
息をのむほど美しい人でしたが、威圧的で、
気に入らないものは魔法でなんでも破壊する
女王から二人は逃げて、 自分たちの世界に
戻ろうとしますが、 思いがけず連れ帰ってし
まいます。 世界を我が物にしようと暴れて騒
動を起こす女王をロンドンから連れ出そうと、
再び指輪を使いディゴリーたちがやってきた
のは、 真っ暗で空っぽな世界でした。
　「ナルニア国ものがたり」 7 部作の６巻目

で、 ナルニア国の誕生が解き明かされる物
語。 魔女の誘惑に打ち勝ち、 ライオンのア
スランからの使命を無事果たしたディゴリー
が、 最後にお母さんの病気を治すリンゴを
手に入れる結末に安堵します。 （蔭木）

『 魔術師のおい 』
Ｃ．Ｓ． ルイス／作

瀬田貞三／訳
岩波書店　2000年 （新版）

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
　７月のおはなし
　「宝化け物」 （子どもに語る日本の昔話３　こぐま社）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 11 ： 00 ～ 11 ： 30
　７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

　★マスクを着用して参加してください★

『 空とぶ船と世界一のばか 』
アーサー ・ ランサム／文

ユリー ・ シュルヴィッツ／絵
神宮輝夫／訳

岩波書店　1986 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」 が解除さ

れましたが、 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】

 ●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。

児童コーナーに小学生、 中学生向けのおすすめの図書を約１００冊展示しています。
読書感想文に読むもよし、 お気に入りの１冊に出会えるチャンスです。

★小 ・ 中学生向けのおすすめ図書を並べています！★
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