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『 ぼけますから、 よろしくお願いします。 』
信友直子／著　

新潮社　２０１９年　

図書館司書おすすめの一冊

Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ
　 本書は、 東京で数々のドキュメンタリー番組を手掛ける著者が、 広島
県呉市に住むアルツハイマー型認知症と診断された 85 歳の母と、 介護
をする 90 代の父の日々を丹念に綴ったノンフィクションである。
　 年末年始にしか帰省できなかった著者が、 ほぼ２か月おきに東京と呉
を行ったり来たりするなか、 明るくユーモアあふれていた母が夜、 認知
症の薬の説明書きを読んでいる後ろ姿を見て、 一番苦しんでいるのは母
自身だと涙がこぼれる。 一緒に暮らす提案をするが、 「あんたは自分の
仕事を」 という父の言葉に甘える形で仕事を続ける。 ひきこもり状態の２
人を心配し、 介護サービスの導入を考えるが、 人様に迷惑をかけること
を嫌う両親は反対。 様々な重圧から、 うつ状態になっている時、 テレ
ビの情報番組から母のドキュメンタリーをつくってほしいと頼まれた。
 　依頼を引き受け、 カメラを構えて、 一歩ひいた視点で母をみると、 娘
目線では、 悲しく感じていた母の異変も、 おもしろがって見ることができ
るようになった。また、取材で地域包括支援センターに行ったことで、
両親が介護サービスを受け入れるようになり、 再び外の世界とつながっ
て笑顔を取り戻したことから、 一人で抱え込まず、 専門家の手を借りる
ことがいかに大切か感じられる。 著者が認知症専門医から教示された
「介護はプロとシェアしなさい」 という言葉が印象深い。 誰もに訪れる老
い、 老老介護、 遠距離介護などの問題にもふれてあり、 すべての人に
読んでもらいたい１冊。 同名のドキュメンタリー映画もある。 （尾﨑）
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※館内整理日による休館
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※祝日による休館
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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。
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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の
ため、 次の行事を当面３月中は中止します。
●「わらべうたと絵本の会」
●毎週土 ・ 日の 「おはなし会」



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/

『 月曜日に来たふしぎな子 』
ジェイムズ ・ リーブズ／作

神宮輝夫／訳
岩波書店　2003 年

図書館司書おすすめの一冊
Ｂｏｏｋ Ｒｅｖｉｅｗ

                                    　  消防士のス
　　　　　　　　　　　　　　　　　モールさんと、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ちいさい消防
　　　　　　　　　　　　　　　　　自動車は、 い
　　　　　　　　　　　　　　　　　つも消防署に
　　　　　　　　　　　　　　　　　待機していま
　　　　　　　　　　　　　　　　　す。 出動を知
らせるベルが鳴ると、 ２階で寝ていたス
モールさんは、 とびおき、 滑り棒をすべ
りおります。 他の消防士たちや、 犬のティ
ンカーと消防自動車にとび乗ると、 かね
を鳴らしスピードをあげて、 燃えている家
へと向かいます。 「どこがもえているかし
らべろ！」 「ほうすいかいし」 とスモール
さんは命令を出し、 家の人達が家具を運
びだしていると、 ２階に猫をかかえた女
の子が取り残されていました。 はしごを
のぼり、 窓から女の子を助け、 下におろ
すと、 斧を手に持ち、 また、 はしごをの
ぼり、 屋根に穴をあけ、 そこから水をか
け火を消します。
　 丸みのある線のかわいらしい絵と、 や
さしい言葉で、 昔のアメリカの消防士の
様子が丁寧に描かれ、 仕事をするスモー
ルさんに引き込まれます。 火事を消し終
わると、 ゆっくり走って消防署へ帰る姿に
満足します。 （馬場）

『 ちいさいしょうぼうじどうしゃ 』
ロイス ・ レンスキー／ぶん ・ え

わたなべしげお／やく
福音館書店　1970 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

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

                                 幸せなパン屋さん一家
　　　　　　　　　　          のところに、 雨の強い月
　　　　　　　　　　　　 曜日の夜、 どこから来た

　　　　　　　　　　　　　のか、 「マンデー」 と名乗
　　　　　　　　　　           る女の子が突然あらわれ
　　　　　　　　　　　　　　    ます。 しばらく一緒に住む
　　　　　　　　　　　           ことになりますが、 お手伝
　　　　　　　　　　               いもまともにできず、 物を
壊し、 あつらえた服はすぐ汚すし、 パン屋さ
んのパイプを火にくべるし、 遊んだおもちゃも
放りっぱなしともめごとばかりを起こします。
一家が何度叱っても、 あやまるのは口先だ
けで、 歯が全部見えるくらいの大きな口で笑
うのでした。 ある晩、 パン焼き小屋が火事
になり、 マンデーはぼろぼろの姿で火事を知
らせ、 一家と一緒に必死に火消しをします
が、 あとかたもなく燃えてしまいます。 ２人
の男が火をつけるのを見たとマンデーは話し
ますが、 一家はマンデーの作り話だと言って
信じてくれません。 その翌朝、 マンデーは
姿を消してしまいます。 マンデーの誤解が解
け、 パン屋さん一家にふいに戻って来る結
末からは喜びが伝わります。
　 ほかにも、 仕事の報酬を得る代わりにエ
ルフの名前を言い当てる石工を描いた 「エ
ルフィンストーンの石工」 など昔話風のお話
が５話収められ、 登場人物たちは素朴で個
性豊かに描かれており、 お話に引き込まれ
ます。 （中尾）

●展示期間　３月１９日 ( 木 )　  ５月１０日 ( 日 )

　理化学研究所と編集工学研究所の共同

プロジェクト。科学道１００冊は、書籍

を通じて科学者の生き方・考え方や科学

のおもしろさ・素晴らしさを届けます。

未知に挑戦しながら未来を切り開いてい

く科学者の姿勢や方法に着目し、すべて

の人の生きるヒントになる本との出会い

を目指しています。

▲

世界は謎だらけ。

人生は壁だらけ。

？？
 infomation

大きな文字で読みやすい 「大活字本」　をたくさんそろえました。
◆小さな文字の本が読みづらいかたにおすすめ

新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の
ため、 次の行事を当面３月中は中止します。
●「わらべうたと絵本の会」
●毎週土 ・ 日の 「おはなし会」
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