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直向きに勝つ 
橘  京平／著

 忘洋社　２０２１年　
図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　 近代コーチの先駆けとなった岡部平太。 本書は、 ８年余りにわた
る取材と新たに発掘した事実をもとに、 彼の生涯を追ったノンフィク
ションである。
　 明治 24 年、 日本が富国強兵に突き進んでいる頃、 福岡県糸島
市に生まれた岡部は、 幼少からスポーツ万能で、 講道館柔道の創
始者 ・ 嘉納治五郎に師事し上京。 その後、 柔道の国際化を進める
ために渡米し、 スタッグ教授に様々なスポーツを学び、 得た技術や
知識を持ち帰り、 科学的なスポーツ理論を掲げ、 コーチという仕事
を確立させた。やがて、満州でスポーツの普及に努める岡部は、
各国の体育事情の視察や、強い選手を訪ね、自ら練習に参加し、
観察するなど、 世界行脚の中で戦術やコーチングを研究、 理論が
重要であることを再認識する。 帰国後、 今では当たり前のインター
バル走、 高地練習などの強化法を初めて日本に取り入れ、 金栗四
三らと共にボストン ・ マラソンで優勝者を出すまでになった。
　 激動の時代に、 根拠なき根性論と権威にあらがい、 個人が各ス
ポーツのルールにのっとって成果を出すことを求め続け、 フェアプ
レーで勝つという精神を貫き通した一人の日本人の壮絶な生きざま
に深く感動を覚える。 （水鳥）
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                               　ぞうの国で仲間と暮
　　　　　　　　　　　　　　　らしていたババール
　　　　　　　　　　　　　　　　　は、 ある日、 狩人
　　　　　　　　　　　　　に捕まりそうになった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところを、 逃げて逃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げて町へやって来ま
　　　　　　　　　　　　　　した。 初めて見るたく     　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんの家に自動車、
　　　　　　　　　　　　 素敵な服を着た人間
たち。 しゃれた服を着てみたくなったババー
ルは、 偶然会った、 ぞうの気持ちがなんで
もわかる大金持ちのおばあさんからお財布
をもらい、 デパートに行きます。 ワイシャツ
にネクタイ、 緑のスーツ、 山高帽、 靴を買
い、 おめかししたババールは記念写真を撮
りました。 そして、 大金持ちのおばあさん
の家で夕飯をごちそうになり、 一緒に暮らす
ようになりました。 ほしいものは何でも買っ
てもらえるし、 毎日、 自動車でドライブしたり、
大学の先生から勉強を学んだりできますが、
森の仲間が恋しくてなりません。 そんなバ
バールのところへ、 ２年が過ぎたある日、
いとこのアルチュールとセレストがやって来ます。
　クリーム色の大判に、 黒い線で縁取られ
た柔らかな色の彩画は、 手書き文字と相まっ
てユーモアにあふれています。 いとこと森に
帰ったババールが、 毒キノコにあたって死
んだ老王のかわりに新しい王さまに指名さ
れ、 セレストと結婚し、 みんなで踊り祝う結
末に笑みがこぼれます。 ぞうのババールシ
リーズの１巻目。 （蔭木）
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　　　　　　　　　　　　　 オーストリアでお父さ
　　　　　　　　　　　　    んと暮らすルイーゼと、
　　　　　　　　　　　　ドイツでお母さんと暮ら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すロッテは、 夏の休暇
　　　　　　　　　　　　を過ごすための家で偶
　　　　　　　　　　　            然出会います。
　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　　　ふさふさ巻き毛の活発

　　　　　　　　　　　　　　  なルイーゼと、 きちっと
編んだお下げのまじめなロッテは、 見た目
が髪型以外なにもかも似ていてお互い驚き
ます。 話すうちに自分たちが双子だと気づ
き、 それぞれ父母に会いたい気持ちと、 な
ぜ両親がわかれて暮らしているのかを知るた
め入れ替わる計画をたてました。 ロッテはお
母さんの好物の牛肉料理の作り方、 ルイー
ゼは自分の好物、そして、同級生の名前、
教室の席順、 先生のくせ、 学校へのくわし
い道などメモ帳が埋まるほど教え合い、 入
念に準備をし、 何かあったら手紙を書く約束
をします。 休暇が終わると、 ２人は服も髪
の形も荷物も取り替え、 それぞれの家へ帰
る汽車に乗り込みます。

    初めてお父さん、 お母さんに会うため、 知
らない場所へと向かい、 入れ替わりに気づ
かれないように過ごす日々にハラハラしま
す。 また、 両親をもう一度仲直りさせ、 一
緒に暮らせるようにと心をくだく２人に引き込
まれます。 （馬場）

『 ふたりのロッテ 』
エーリヒ ・ ケストナー／作

高橋健二／訳
岩波書店　1962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
　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

緊急事態宣言発令期間は

次の行事は中止します。

●「わらべうたと絵本の会」

●毎週土 ・ 日の 「おはなし会」

　★マスクを着用して参加してください★

『 ぞうのババール －こどものころのおはなし 』

ジャン ・ ド ・ ブリュノフ／さく
やがわ　すみこ／やく

評論社　1987 年

視聴覚ブース ・ おはなしのへや利用不可　マスクの着用と１時間以内の利用にご協力を！
★緊急事態宣言発令中➡利用を一部制限

特別整理で休館します ９/１４～９/２５
所蔵図書整理のため、 ９月１４日 （火） から２５日 （土） まで休館します。
●返却…さよう文化情報センター玄関入口の返却ポストをご利用ください。
　 ただし、ＡＶ資料、 他館から取り寄せた本は、 破損等の恐れがあるの
　 で、 開館日に図書館カウンターで返却してください。
　 なお、 上月 ・ 南光 ・ 三日月各図書室は通常どおり開館します。

特別貸出 （貸出上限なし） ９/１１まで
特別整理に伴い、 ９月１１日 （土） まで特別貸出を行います。 貸出冊数
の上限をなくし、 期限も４週間とします。 ぜひ、 ご利用ください。
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