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ヒルは木から落ちてこない。 

樋口大良＋子どもヤマビル研究会／著
 山と渓谷社　２０２１年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　 ２０１１年、 「子どもたちにヤマビルを使って科学の手法を会得する
ことで、自然の不思議さを理解し、畏敬の念を育んでほしい」 とスター
トした 「子どもヤマビル研究会」。 本書は、 １０年間の子どもたちの
研究成果をまとめた読み物である。
　 ヤマビルは、 動物の皮膚を傷つけ、 血が固まらないようヒルジン
という物質を出して吸血する。 古来、 木の上から落ちてくると信じら
れてきたが確認した人はいなかった。 そこで、 証明したら大発見、 と
２０１６年、 子どもたちは世界初の実証実験を行う。 ヒル被害の多い
林道でブルーシートを敷き、 周囲にヒル忌避剤を振りかけ、 シートで
３時間を過ごした。 レインコートを着て、 足首と腰周りからヒルが入ら
ないようテープで密閉、 ２分弱で首まで上がってくるのを観察。 「ヒル
は木から落ちてこず、 下から上がってくる」 ことを確認した。 毎年参
加する山岳イベント 「夏山フェスタ」 で結果を発表するも通説を覆す
のは難しく、 説教を始める人もいたが、 ２０２０年、 テレビ番組 「探
偵ナイトスクープ」 で放送されたことで正しい情報が知れ渡った。
　 ほかに、 「シカがヒルを広めている」 という説の検証結果や、 「ヒ
ルにストッキングは有効か」、 ヤマビルとよく間違えられる 「コウガイ
ビルの話」 など子どもたちによるヒル解説もある。 好奇心旺盛な子
どもたちが仲間と楽しみながら、 時には自分の体を実験台にして研
究に取り組む姿がいきいきと綴られている。 （尾﨑）
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※年末年始などによる連続休館
１２月２７日 （月） ～１月４日 （火）
●年末特別貸出／ 12/14▶12/26
   貸出上限なし ・ ３週間貸出

※館内整理日による休館
１１月３０日 （火）
※祝日による休館
１１月４日 （木）＝11/3 開館の振替
１１月２３日 （火）

  月曜休館日



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/

                               　スリランカの島のキ
　　　　　　　　　　　　　 リ ・ ママおじさんの村
　　　　　　　　　　　　　　では、 雨が降るとヤ
　　　　　　　　　　　　　 ムいもやバナナの葉っ
　　　　　　　　　　　　　　 ぱを傘がわりにして
　　　　　　　　　　　　 いました。 ある日、 町
　　　　　　　　　　　　　　 へ出かけたキリ ・ ママ
　　　　　　　　　　　　　　 おじさんは、 色鮮や
かな傘を生まれて初めて見ました。 とても感
心したおじさんは、 一番気に入った傘を買
い、帰る途中、村のバス停前の店でコーヒー
をのんでいるうちに、 傘がなくなっていまし
た。 がっかりしたおじさんは、 もう一度町で
傘を買ってきますが、 また、 店でコーヒー
をのんでいるあいだになくなっていました。
それでもあきらめず、 なくなるたびに買っ
てきますがなくなってしまいます。そこで、
どろぼうをつかまえてやろうと小さく切った紙
きれを、 たたんだ傘の中に入れ、 店のわき
にかくしました。 思ったとおり傘はなくなり、
落ちていた紙切れをたどっていくと、 大きな
木になくした傘がずらりと並んでいました。
次の日、 おじさんは傘の店を開き、 買った
人たちがさして歩くと村は花が咲いたように
なりました。
　 多彩な色調にくっきりした線で、 傘をさす
村人やキリ ・ ママおじさんの表情がいきいき
と描かれ、 傘をぬすんだ意外などろぼうの
正体が明らかになる結末に笑みがこぼれま
す。 （水鳥）

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

　　　　　　　　　　　　　 たくさんの動物を飼っ
　　　　　　　　　　　　    ているビリーは、 友達の
　　　　　　　　　　　　　   ブルースと草原へフクロ
　　　　　　　　　　　　　ウを探しに行き、 雨にぬ
　　　　　　　　　　　　　　れて弱っているミミズクの
　　　　　　　　　　　　　　ひなを見つけます。 羽を
　　　　　　　　　　　　　　 乾かせられるように木立
から出してやると、驚くほど早く元気になり、
お弁当の肉をあげると、 ビリーのあとをつい
てくるようになりました。 そこで、 「クフロ」 と
名付け、 飼うことにしました。 ２週間後、 男
の子たちが石を投げ入れていたドラム缶の
底から、 油でべとべとになり弱っているひな
を助けます。 家に連れて帰り、 「メソ」 と名
付けたひなは、 クフロと兄弟のように仲良く
暮らすようになりました。 ビリーに育てられた
２羽はずっと自分が人間だと思っていたため、
どこへ行くにもビリーのあとをついて歩き、 羽
が何のためにあるのか理解していない様子
でした。ある時、一人前に成長したクフロは、
細い木の枝の先まで行き過ぎて戻れなくな
り、助けを求めてホーホー鳴いていました。
みんなに笑われ、 お腹もすいて注意深さを
なくしたクフロは、 枝から落ちながら翼を広
げ、 初めて空を飛ぶことができました。
   夏休みにはたくさんのペットを飾りたてて

「ペット ・ パレード大会」 に出たり、 クフロが
スカンクを家の中に持ち込み大騒ぎになった
りと、 大自然でのびのびと暮らすビリー一家
とフクロウたちの毎日がユーモラスで引き込
まれます。 ２羽の対照的な個性も魅力的で
す。 自分で読むなら10歳くらいから。（矢内）

『 ぼくとくらしたフクロウたち 』
ファーレイ ・ モワット／作

稲垣 明子／訳
評論社　1972 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
　１１月のおはなし
　「おひゃくしょうとエンマさま」 （サヤエンドウじいさん　日本標準）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 11 ： 00 ～ 11 ： 30
　１１月のおはなし
　「リンゴ娘ニーナ」 （子どもに語るイタリアの昔話　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★

『 かさどろぼう 』

シビル ・ ウェッタシンハ／さく ・ え
いのくま　ようこ／やく

徳間書店　2007 年

　 町内にお住まいのコレクターのご協力で
貴重な昭和のおもちゃの数々を展示します。
めんこやぬり絵などレトロな紙のおもちゃ
約４７０点をぜひご覧ください。

●会期　１１月２８日㊐まで10:00 ～ 18:00

●会場　文化情報センター特設ギャラリーほか

令和３年度 佐用町立図書館企画展

よみがえる—あの頃遊んだ子どものおもちゃ

昭和レトロ玩具展

詳細は

別紙チラシ

令和３年度 図書館ものづくり講座参加者募集！
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