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おはなし会
１４ ： ００～

おはなし会
１４ ： ００～

おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～
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１４ ： ００～
１４ ： ３０～

『 中村  裕  東京パラリンピックをつくった男 』

岡  邦行／著　
ゆいぽおと　２０１９年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 　　本書は、 １９６４年の東京パラリンピック実現に尽力した整形外科医中村

裕の生涯を描いたノンフィクションある。
　　　　　　　医師の次男として生まれ、九州大学医学部整形外科医となった中村は、

研究のため欧米に渡り、 「パラリンピックの父」 ルートヴィヒ ・ グットマンに直

接師事。 第二次世界大戦で負傷した兵士の治療と社会復帰を行っていたス

ト―ク ・ マンデビル病院で脊椎損傷患者のリハビリテーションへの意欲を高

める手段として、 スポーツを取り入れている治療方法に衝撃を受ける。 当

時の日本では脊椎損傷患者の多くは生きる屍(しかばね)のように扱われ、

病院や施設などに隔離を強いられ、 「リハビリ」 という言葉さえなかった。 帰

国した中村は、 すぐさま障がい者のリハビリテーションにスポーツが有効であ

ることを説いて回り、 「障がい者スポーツ競技大会」 の魁 ( さきがけ ) をつくっ

た。 その後、メディアが注目したことで状況が変わり、厚生省の賛同を得、

当時の皇太子と美智子妃殿下が興味を示されたことが契機となり、 紆余曲折

を経ながら、 パラリンピック招致に向けて本格的に動き出していく。
　　　　　　中村は障がい者スポーツの推進だけにとどまらず、 「障がい者雇用」 とい

う概念がなかった日本に身障者の社会進出をめざし、授産施設「太陽の家」

の設立と充実に奔走しつづけた。 常に、 弱者に光を当て、 障がい者の社会

復帰に一生を捧げた中村の思想と壮絶な生き様が見える一冊である。（水鳥）
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※館内整理日による休館
１２月　３日 （火）
※祝日による休館
１１月　５日 （火）＝11/3 開館の振替
１１月２３日 （土）
※年末年始による休館
１２月２８日 （土）    １月４日 （土）
●年末特別貸出／ 12/14 　12/27
   貸出上限なし ・ ３週間貸出

０ ・ １歳
わらべうたとえほん
１０ ： ３０～

振替休館日おはなし会
１４ ： ００～
１４ ： ３０～

おはなし会
１４ ： ００～
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開館時間／午前１０時から午後６時
色の日は休館日です。

おはなし会
１４ ： ００～
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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/

『 農場の少年 』
ローラ ・ インガルス ・ ワインダー／作

ガース ・ ウィリアムズ／画
恩地三保子／訳

福音館書店　1973 年

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

                                        　
　　　　　　　　　　　　　　　
                                     ジョニーは手先の器
                              用な男の子です。 一 
                              番お気に入りの本 『大
                              時計のつくりかた』 を
                              見て大時計をつくるこ
                              とを思い立ちますが、
                              お父さんもお母さんも
相手にしてくれません。 学校では、 先生に
小さいから難しい時計づくりはできないと言
われて、 みんなからいじめられるようになり
ますが、 ただ一人、 スザンナだけは絶対
できると励ましてくれました。 作業をはじめ
ると、 両親から、 またばかなことをやって
いると、 そのたびに手伝いを言いつけられ
ましたが、木の板を測ってのこぎりで切り、
くぎで打ちつけると、 時計を入れる立派な
箱ができました。 続いて文字盤と針をつくり
ました。 しかし、 自分でつくれない歯車や
ふりこなどの部品は、 買うしかありません
でした。 お店にもなくて困っていると、 スザ
ンナが鍛冶屋のジョーの所を教えてくれまし
た。

        茶色や緑、 水色など落ち着いた色合
いで彩色されたペン画で描かれています。
いつも励ましてくれるスザンナや、 親切
なジョーの協力で大時計を完成させて、
学校のみんなや両親からも見直され、 どん
な時計でも作れる道具箱を送られるジョニー
の様子から喜びが伝わってきます。 （尾﨑）

『 時計つくりのジョニー 』
エドワード ・ アーディゾーニ／作

あべきみこ／訳
こぐま社　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
　１１月のおはなし
　『いぬとにわとり』 （おはなしのろうそく 31　東京子ども図書館）

大きい人 （小学３年生以上） ／ 14 ： 30 ～ 15 ： 00
　１１月 ・ １２月のおはなし
　『三つのオレンジ』 （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

                                  　 開拓時代のアメリカ、ニュー
                                 ヨーク州北部、 マローン郊外
                                の農場に少年アルマンゾは、
                                父さん、 母さん、 兄さん、 ２
                               人の姉さんと暮らしていまし
                               た。 毎朝５時に起きて馬や牛
たちがいる納屋に行き、 父さんや兄さんと朝仕事
をします。 そして、 夕方、 学校から帰るとすぐに
また納屋に向かって、汚れた干し草がえや餌やり、
乳しぼりをするのです。 学校へ行くより家にいて父
さんの手伝いをするのが好きで、 馬が大好きなア
ルマンゾは、 子馬の世話もしたいのですが、 大人
の仕事だとさわることさえ禁じられていました。
    ９歳の誕生日の朝、 父さんから手作りの子牛
用くびきをもらったアルマンゾは、 自分の２頭の
子牛に手をかしてもらいながらつけ、 子牛馴らし
に挑みます。 やさしく扱いながら辛抱強く子牛た
ちにギダップ （前進） やウォー （止まれ） を大
人の助けなく一人で覚えさせるのです。 餌箱か
らニンジンを持ってきて、 片手で引き綱を持ちな
がら掛け声をかけ、 出来るとニンジンを与えるこ
とを繰り返しました。
　 真冬の氷蔵の氷切りに春先のカエデの樹液集
め、 土おこしに種まき、 羊毛刈りにベリー摘み、
巨大かぼちゃづくりに秋の穀物や野菜の収穫。
一年を通じて父さんから農場のいろいろな仕事を
学び、 たくましく成長したアルマンゾが、 最後に
思いもかけない出来事から憧れの子馬を手に入
れる結末に心躍ります。 後に、 『大草原の小さ
な家』 のローラの夫となる少年の物語。 自分で
読むなら小学校高学年から。 （蔭木）

今年も図書館で読まれた本の中で、 面白かった本、 心に残った本、 良かった本を
募集しています。 館内の応募用紙で投票ください。 結果は 12/4 から展示します。

「あなたのおすすめの一冊を教えてください」　実施中！ 12/1 まで

　 町内在住の KAMADA さんが作られた折り紙作品を図

書館で展示します。 紙で表現された日本

の四季をお楽しみください。

●期間　１２月１日㊐まで

●作品内容　草花や生き物など

    の色紙折り紙や立体折り紙など

event infomation
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