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コロナ禍でも「届けたい」は変わらない！
「視覚障害×仕事」本『あまねく届け！ 光』誕生の軌跡
文：出版社・読書日和
最新刊・視覚障害者就労相談人材
バンク有志＝著、吉川典雄・石川佳
子・小林由紀・岡田太丞＝編『あまね
く届け！ 光～見えない・見えにくい
あなたに贈る 31 のメッセージ～』
、発
行から半年たった今もご好評をいただ
いています。これまでなかなか取り上
げられてこなかった「視覚障害者と仕
事」をテーマにしていることとともに、
４００ページ・５３０グラムというボ
リュームでも目を引く本です。たくさ
んの思いがつまった、この重い本がう
まれる背景には、視覚障害がある人に
も突如降りかかったコロナ禍がありま
した。
ここでは、この本が生まれるまでの
軌跡と視覚に障害がある福島が代表を
つとめる出版社・読書日和についてご
紹介します。
コロナ禍でも「視覚障害者は仕事がで
きる」を伝えたい
この本に手記を寄せた３１人は、視
覚障害者就労相談人材バンクのメン
バーです。これは 2017 年、関西で発
足した視覚障害当事者の組織で、社会
の第一線で就労する・していた視覚障
害者が数多く登録しているのが特長で
す。ホームページでは、どんな見え方
の視覚障害者が（視覚障害といっても、
まったく光を感じない、極端に見える
範囲が狭い、ぼやけて見えるなど見え
方はさまざまです）
、どんな支援機器を
用いて（文書を拡大して見る機械やパ
ソコン内の文書を音声で読み上げるソ
フトなどさまざまな支援機器がありま
す）
、どんな業種の仕事をしているのか、

代表

福島憲太

『あまねく届け！ 光 見えない・見えにくいあ
なたに贈る３１のメッセージ』読書日和刊／本
体価格：2500円／ISBN978-4-9910321-3-4

リストにまとめられています。リスト
を見てさらに詳しく仕事の話を聞いて
みたい場合、個別に面談に応じてくれ
る人もいます。視覚に障害があり仕事
についての話を聞きたい人はもちろん、
部下や同僚に視覚障害者がいるという
方からの相談にも応じています。
さて、そんな人材バンクでは仕事を
している視覚障害者の経験を伝えるイ
ベント、会員どうしの交流イベント
をさかんに行ってきました。会員が
１００人近くまで増えてきたので、会
員がより興味を持てる分科会をつくっ
てさらに交流していこう、
「視覚障害
を負ったことで職種を変更することに
なった人たちの交流の場を作ろう」
、
「女
性だけで話ができる場がほしい」
、
「行

政に要望することをまとめる分科会を
つくりたい」
、そんなやり取りを会員が
加入しているメーリングリストで続け、
いくつかの分科会を開くことが決まっ
た矢先、コロナ禍におそわれました。
分科会の会場として使用を予定して
いた日本ライトハウス情報文化セン
ターへの立ち入りが制限されるなど、
人材バンクの活動にも大きな支障が出
ました。会員どうしの交流はメーリン
グリストや、視覚障害者の間でも急速
に使う人が増えたウェブ会議システム
で続けられたものの、
「視覚に障害が
あっても仕事ができる」ことを広く伝
えていくことができないことが懸念さ
れました。
そんななか立ち上がったのが人材バ
ンクのメンバーであり、
『あまねく届
け！ 光』の編者となった吉川典雄さ
んでした。吉川さんはオムロン株式会
社に勤めているときに緑内障と高度近
視により視覚障害となり、
「ひきつづき
会社のために働きたい」
、
「しかし視覚
に障害を負ったことではたして会社の
役に立てるのか」といったさまざまな
思いを抱えながら、知的財産に関する
業務に従事されてきました。そんな思
いや経験を、また人材バンクメンバー
の実に多様な経験を、なかなか気軽に
人と出会えない時期だからこそ本にま
とめて伝えたい。どなたか原稿を書い
てもらえないかと吉川さんが人材バン
クのメーリングリストに投げかけられ
たところ。
「１０人ほど書いてくれる
人がいればいいな」との予想をはるか
に超えた人から原稿が集まり、最終的
に３１編の原稿をまとめて本にするこ
とになりました。あとがきで吉川さん
がふれられていますが、本を出そうと
いう提案をした背景には視覚に障害を
抱えながら出版社・読書日和を経営し
ている私もまた人材バンクのメンバー
だったことがありました。
吉川さんをはじめとする４人の視覚
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障害者が編集チームをつくり本の編集
作業が進んでいく中、思いがけない訃
報がとびこんできました。２０２０年
７月２日朝、日本ライトハウス情報文
化センター職員で支援機器を紹介する
など視覚障害者のために精力的に活動
されていた岡田弥（あまね）さんが、
センターへバイクで通勤する途中、飲
酒運転の車にはねられて亡くなられた
のです。コロナ禍の渦中、密になる通
勤電車を避けバイクで通勤されていた
がゆえに起きた事故でした。また視覚
障害者の心情を誰よりも分かってくれ
る、
「目の見える視覚障害者」と言われ
るほど慕われた岡田さんの訃報は、人
材バンクのメンバーにとってあまりに
衝撃的なできごとでした。
たいへん残念なことですが、長年視
覚障害者のためにご尽力された岡田さ
んがどんな方だったのか知ることがで
きる資料は、ほとんどありませんでし
た。そこで本の中に急きょ視覚障害者
と岡田さんのかかわりをまとめた文章
をくわえ、タイトルはあまねさんにち
なんで、またあまねく岡田さんのご活
躍が知られるようにとの願いを込めて
『あまねく届け！光』としました。
反響は、想像以上に大きなものでし
た。
視覚障害その他の理由で必要な方に
はテキストデータをお送りしているこ
とがしっかりＰＲできたことが功を奏
し、多くの視覚障害者から注文がよせ
られました（テキストデータがあれば、
それをふだん使われているパソコンや
スマートフォンでデータを音声で読み
上げさせるかたちで「聞く読書」がで
きるのです）
。また、もちろん視覚に障
害がない方からも多くの注文をいただ
きました。
「まだまだ頑張れると勇気を
与えてくれる」
、
「決してあきらめない
姿に感銘を受けた」といったうれしい
ご感想をいただきました。
一方で、まだまだ視覚に障害がある
ことが大きな原因となって就職活動が
思うように進まない、だんだん目が見
えにくくなって今の仕事が続けていけ
るのか不安を抱えているという方がお
られるのも事実です。さまざまな支援
機器の力を、またときには同僚の手を
借りなければならないかもしれません。
けれど、視覚に障害があるから仕事が
できないということは決してありませ
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『風疹をめぐる旅 消される「子ども」・
「笑われる」国』読書日和刊／本体価格：
1600円／ISBN978-4-9910321-0-3

『世界と繋がり合えるなら』読書日和刊／本体
価格：1200円／ISBN978-4-9910321-2-7

ん。そのことを、ときに弥さんの力を
借りながら、本書とともにこれからも
伝えていきたいなと思っています。

ことに熱意があるならうちで働いてみ
ないかと誘われてその出版社の社員に
なることになりました。入社後すぐか
ら事務全般を任せていただき、そこで
地方・小出版流通センターとかかわり
をもつことができました。また本の編
集をはじめ、書店への営業やメディア
対応などさまざまな仕事を経験させて
もらうことができました。入社当初は
独立することは考えていませんでした
が、起業家応援都市である静岡県浜松
市で出版社を経営したいとの思いがつ
のり、２０１８年６月にひとりで出版
社・読書日和を立ち上げました。
そんな読書日和で１番はじめに刊行
したのが、私が金子あつしというペン
ネームで執筆した『風疹をめぐる旅～
消される「子ども」
・
「笑われる」国』です。
これは、ワクチンで防げるにもかかわ

視覚障害者が出版社を経営？
さて、これまでの文書を読んでそも
そも視覚に障害があるのに出版社の経
営をすることなんてできるのかと思わ
れる方もおられるかもしれません。
簡単に、私のことを紹介させてくだ
さい。
私は、右目はほぼ見えず、左目は
０．
０８ほどの視力でパソコン画面は文
字サイズを大きくし、原稿はかけ眼鏡
式のルーペで見て業務を行っています。
私にように視覚に障害はあるけれども
わずかに見えている状態を「弱視」と
いいます。
そんな弱視の私もまた、仕事では苦
労してきました。大
学を卒業後、一般企
業等で１０年働いた
のち多くの人たちと
ともに働くことに限
界を感じ、また小さ
いころから作家にな
ることが夢だったこ
ともあってフリーラ
イターに転身。２年
ほど原稿を書き続け
とある出版社に原稿
を持ち込んだところ、
『ひかりあれ！ 二分の一成人式の前に、家族について調べてみた』
読書日和刊／本体価格：1600円／ISBN978-4-9910321-1-0
それだけ文章を書く
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らず未接種の方が多いために繰り返し
流行してしまっている風疹についてせ
まったノンフィクション。政府が何か
と手をうちながら感染がおさえられな
いという点で風疹の流行とコロナ禍に
は共通した点があり、今こそ多くの方
に読んでほしい一冊です。
金子あつし＝著、ぽえ＝イラスト『ひ
かりあれ！～二分の一成人式の前に家
族について調べてみた～』はダウン症
の妹がいる小学生という「きょうだい
児」が主人公の児童書。在日ブラジル
人の子どもが登場する縁で、ご購入の
うえ希望される方にはポルトガル語訳
をお送りしているという作品でもあり
ます。
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『世界と繋がり合えるなら』は、全盲
活動から、新刊コーナーで取り上げら
のロック詩人・羽田光夏（はねだひか） れる本から、いつも刺激をいただいて
による第一詩集。すぐに歌詞にできそ
います。いつか売行良好書のコーナー
うなリズミカルな言葉で「人とのつな
に弊社の本が登場したらいいなと夢見
がり」がつづられた詩の数々は、コロ
ていたら、代表である私がこうして紙
ナ禍の現在ますます輝きを放っている
面に登場することができました。これ
ように思います。
まで『アクセス』誌面から刺激をあた
弊社ではこれまで、障害がある人が
えていただいたみなさんに感謝します。
著者である作品を世に送り出してきま
昨年過去最高気温を記録した「熱い」
したが、これは偶然が重なってのこと。 浜松で、視覚に障害を抱えつつ、
「あっ
特に著者の障害の有無にはこだわらず、 たらいいな、こんな本」をカタチにし
「あったらいいな、こんな本」をカタチ
続けていきます。これからもぜひご指
にし続けていきたいと思っています。
導を、応援をお願いいたします。
こうして執筆している私は、実は『ア
＊
クセス』の熱心な購読者のひとり。地 （ふくしまけんた／出版社・読書日和
道な取り組みをされている他社さんの
代表）

新刊ダイジェスト

表示されている値段は本体価格となっております。ご購入には別途、消費税がかかります。

『戦国人 －上州の１５０傑』●群馬県立歴史博物館編
関東における戦国時代の始まりは、享徳３
年（１４５４）の鎌倉公方（古河公方）足利成
氏による関東管領上杉憲忠謀殺事件とするのが
一般的だ。上野国は南北朝以来上杉氏（のち関
東管領）が守護であったことから上杉氏（とく
に山内上杉氏）との関係が深い。このことが上
州の歴史に複雑さをもたらす要因となる。戦国
期の上野国は自前の戦国大名はついに誕生しな
かった。北からは関東管領を引き継いだ上杉氏
（守護代長尾氏）、西からは武田氏、そして南か
らは北条氏が上野国を舞台に領地争いを展開す
る。現地の国衆（戦国領主）らは彼らの傘下に
入って協力関係を結んだり、あるいは家臣と
なって知行地を宛行われ、軍役に従事する道を
選ぶ。国衆同士も小領主が有力領主に従属する
ケースもある。著者の一人簗瀬氏が提唱する「上

州戦国マンダラ」はこうした複雑な上州の社会
構造をわかりやすく図式化しているのでとても
有意義だ。本書は群馬県立歴史博物館のモーニ
ング講座「上州の戦国人」を基に再構成したも
の。県内出身の若手中世史研究者１４人が分担
執筆。上州の戦国人１５０の「人や集団」を取
り上げる。県内を１２の地域に区分、各地域の
主要な人物や出来事を章ごとに解説しているの
で関心のある地域の章から読み始めることがで
き便覧として使えるが、戦国期の上野国の地域
的特徴を知る手掛かりを与えてくれる。北毛・
東毛・中毛・西毛別に歴史の推移をみていくと
新たな発見があるかもしれない。（Ｉ）
◆ 1600 円・Ａ５判・299 頁・上毛新聞社・群馬・
202107 刊・ISBN9784863522886

『商人や旅人がはこんできた山口の昔話』●大鷹 進 絵 / 黒瀬圭子 再話
「山口の昔話」ではなく「商人や旅人がはこ
んできた山口の昔話」である。一見してなんと
も興味深いタイトルではないか。あとがきによ
ると、著者にあたる再話者の黒瀬さんは昭和
三十六年に山口県の農村に嫁いできて、釣瓶で
水汲みをしたり、五右衛門風呂で薪を燃やした
りという、まるで民話の世界を彷彿とさせるよ
うな生活を送ったとのこと。昭和五〇年、町に
新幹線の駅ができたことで静かな農村の風景が
一変、それから数十年が経ち、語りの文化が失
われてはいけないと、日本民話の会に所属し、
採訪や語りの楽しさに触れてきた中で、山口の
昔話として語り伝えられているものに、他でよ
く知られる昔話が多くあると気づいた。この、
山口のお話として伝えられてきたのに他とよく
似た昔話のことを黒瀬さんは、「商人や旅人が

はこんできた」と表現しているわけである。私
たちが「共通の型を持っている」などといかめ
しく言うより、よっぽど詩的で素敵である。さ
てそんな、本書に採録されている昔話の数々を
見ていると、例えば、「むかし、周防の国のあ
る村に、二人の娘がおりました」で始まる『粟
福御寮』は、まるでシンデレラ姫の日本版、い
や山口版といったお話である。「むかし、長門
の国の山深い村に、たいそう貧乏な…」と始ま
る『大つごもり長者』はちょっと変わった『笠
地蔵』である。商人や旅人がはこんできて山口
に根付いていく過程を想像しながら楽しみた
い。（Ｎ）
◆ 1300 円・Ａ５判・86 頁・石風社・福岡・
202107 刊・ISBN9784883443048
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『印税稼いで三十年』●鈴木輝一郎著
30 年前にデビューした時から新刊書店まわ
りを続ける小説家・鈴木輝一郎。今でこそ定着
しているが、当時は誰もやっておらず、書店ま
わり第一号を自任する著者だが、元をただせば
デビュー当時の担当編集者に「何もしなければ
輝一郎さんは消えてしまうので、何か考えてく
ださい」と言われ、演歌歌手がレコード店の店
頭でカラオケで歌うキャンペーンからヒントを
得て始めたのがきっかけ。人の心と時代は、こ
つこつ続けると融けるし変わるもんではあると
いう境地に辿り着く。
デビュー後、日本推理作家協会賞を受賞し、
歴史小説にも進出、エッセイや小説指南書も執
筆し、2011 年からは小説講座も始め、そのダ
イジェスト動画を配信し、大活躍中の著者が「作
家として生き残るための 54 の方法」を伝授。

処世術編、執筆編、健康編、心がけ編、プロモー
ション編の５つに分かれている。本音が飛び交
い、時には自虐的になりながらも、サラリーマ
ン時代や祖父から続いていたけれど廃業してし
まった左官コテ製造会社の話、アルコール依存
症なども散りばめられるが、小説を書き続けて
きたプライドは揺るがない。いい作品が売れる
とは限らないが、努力に酔わず、情熱に甘えず、
生き残っていれば必ずいい作品は書けるとアド
バイス。ユーモラスな語り口の中にいくつもの
真実が詰まっている。30 年の経験に裏打ちさ
れた言葉は小説家に向けただけではなく、あら
ゆる人々への応援歌としても役立つであろう。
（Ｙ）
◆ 1600 円・四六判・229 頁・本の雑誌社・東京・
202107 刊・ISBN9784860114602

『下野の水路 －鬼怒川水系をゆく』●竹末広美著
鬼怒川は、栃木県日光市北方鬼怒沼山の南西麓
奥鬼怒沼に源を発し、帝釈山の中を東に流れ、男
鹿川・板穴川・大谷川を合わせる。さくら市と
宇都宮市境で再び南へ向きを変え、さらに小山
市と二宮町を流れ、茨城県筑西市に入って守谷市
で利根川に注ぐ。流域延長 176.7km、流域面積
1760.6km2 の一級河川である。
鬼怒川は古くから流域の人々に多くの恵みを与
えてきたが、その反面洪水を引き起こし、被害を
及ぼしてきた。
第 1 章五十里洪水では、天和の大地震によっ
て五十里湖が出現し、五十里村が村ごと移住せざ
るを得なくなったことが記されている。湖水の水
抜き工事が天和、宝水と続く。さらに洪水は起こ
る。足尾台風による明治 35 年の洪水。洪水を防
ぐための鬼怒川改修、五十里湖堰堤の建設が進む。

第 2 章治水と用水では、
江戸期の大名手伝普請、
国役普請、大谷川下流域の用水普請、二宮尊徳の
二宮堀を資料に基づき紹介する。
第 3 章筏流しと舟運では、上流域には豊富な
山林資源が拡がっていて、江戸期から盛んに宇都
宮藩の城下整備、江戸藩邸の建設のため、筏流し
が行われてきたことが取り上げられている。 第
4 章川のめぐみでは、魚類が豊富で、ヤマメ、イ
ワナ、アカハラ、アユ、ウナギなどがとれる豊か
な川であることがわかる。上流には、鬼怒川温泉
が湧き、景勝地も多い。鬼怒川流域では、舟の安
全無事を祈り船魂様が信仰された。さくら市阿久
津に船魂神社が鎮座する。鬼怒川には様々な川文
化が遺っている。( 古賀河川図書館 古賀邦雄 )
◆ 2000 円・四六判・165 頁・随想舎・栃木・
202106 刊・ISBN9784887483927

『村野藤吾と俵田明 －革新の建築家と実業家』●堀雅昭著
日本を代表する建築家村野藤吾。多くの建物
を世に残しましたが、山口県の宇部市にはとり
わけまとまって彼の手になる建物が集まってい
ます。村野の宇部での最初の作品である渡辺翁
記念会館は 1937 年の竣工ではありますが、今
見てもそのデザインなどに古びた姿は感じられ
ません。そのモダンな造りには目を惹かれるも
のがあります。またこちらも戦前の建物である
宇部窒素工業事務所棟は曲線を用いた、工場の
事務所とは思えない斬新な建物です。その村野
を宇部に導いたのが「宇部のモンロー主義」と
も呼ばれる明治維新に遡る独特の土地柄です。
その中心人物が宇部興産株式会社の社長でも
あった俵田明でした。
そうした宇部の独特な気風について著者は、
排他的とも言われる自給自足主義と評していま

()

す。そして俵田らが宇部で進めた様々な施策は
ナチスドイツの「革新」的な社会福祉政策にも
重ね合わされています。その一方で村野も一部
の建物の意匠にナチスのシンボルを用いていま
す。ファシズムにある種の「革新」的なものを
見出した点がふたりを結びつけたのでしょう。
またその独特の風土を育んできた宇部の街の歴
史も興味深いものです。
ただ本書ではナチスの福祉政策などを評価し
すぎているきらいがあります。ナチスの政策は
ユダヤ人等の迫害や対外膨張主義とも表裏一体
で切り離せないものです。そうした点に触れず
に「宇部のモンロー主義」に重ね合わせている
のは気になるところではあります。（副隊長）
◆ 2200 円・四六判・300 頁・弦書房・福岡・
202108 刊・ISBN9784863292284
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『窓の向こう －ドクトル・コルチャックの生涯』●田村和子 訳 / アンナ・チェルヴィンスカ・リデル 著
1989 年 11 月の国連総会で「子どもの権利
条約」が採択された。そこには、児童教育者、
児童文学者ヤヌシュ・コルチャックの養育理念、
" 子どもは未来ではなく、ありのままの今を生
きる人間であり、大人から対等の人間として敬
意を持って接してもらう権利を持っている " が
色濃く反映している。
提案国はコルチャックの祖国ポーランドで、
ユダヤ人孤児たちのためにワルシャワに立ち上
げたドム・シェロトの子どもたち 200 人と共
に、ナチス・ドイツによって虐殺されてから、
凡そ半世紀を経てのことであった。その名は、
アンジェイ・ワイダ監督の映画『コルチャッ
ク先生』で知る人も多いだろう。1878（又は
79）年に、裕福なユダヤ人家庭に生まれ、" 子
どもと魚には物事を決める権利はない " が信条

の厳格な父のもとで、臆病な子に育った。しか
し、川仕事を糧とする貧しいポーランド人少年
と出会い、貴賤や民族の違いに意味のないこと
を知る。父の突然の死で家は没落するが、家庭
教師とユーモアに満ちた文筆で生計を立てなが
ら医学部に進んだ。
訳者は、医師として働きながら社会活動と執
筆に汗を流した姿を、アフガンで無念の死を遂
げた中村哲医師と重ねる。ひたすらに子どもの
自律と人権に心を砕き、窓の向こうには未来が
あると、死地に連行される貨車の中ですら疑わ
なかったコルチャックの生き方の原点を、様々
なエピソードを通し、柔らかな文章で描いた感
動の物語である。（飯澤文夫）
◆ 1500 円・Ａ５判・210 頁・石風社・福岡・
202105 刊・ISBN9784883443017

『会津のむかしばなし１耶麻地方（喜多方市・猪苗代町・北塩原村・磐梯町・西会津町）』●吉田利昭 イラスト / 前田智子・菊地悦子・鶴賀イチ 著
福島県北西部の耶麻地方―喜多方市、猪苗代町、
北塩原村、磐梯町、西会津町―に伝わる昔話や伝
説を集めた昔話集です。会津文芸クラブ会員の方
たちによって、子どもたちを前にした語りを想定
したわかりやすい文体で執筆されました。生き生
きしたイメージや方言や擬音語の楽しさを味わい
つつ読んでいただきたいと思います。例えば『雄
国沼のとらんぼう』というお話では、沼の主のド
ジョウの大きさをこんなふうに説明しています。
「どれくらいあるかというと、長さは十尺（約 3
メートル）
、胴っ腹は、ほら、お寺の前に立って
にらんでいる、仁王さまの腕ほどもあるんだと。
」
子どもたちが馴染んでいる地域の光景を喩えに
もってくるなんて、伝説を目の前に蘇らせるのに
相応しい、なんとも絶妙な表現ではありませんか。
さて本書はいくつかのパートに別れていますが

「耶麻地方の伝説」では、
「旅の坊さま」が不思議
な力を使って通りかかった村の窮状を救うという
お話が多いのに気付かされます。日本中で見られ
る弘法大師伝説やスサノオ神話のような話がこの
地方でも様々なバリエーションを見せながら土着
して伝えられているのがわかります。
「なるほど
話」の章は、起源譚を集めたもの。会津になぜ雪
が降るようになった？会津名産「身知らず柿」の
始まりは？現在の科学の代わりに昔はすべて物語
が物事の始まりを説明してくれていました。
「こ
わい話」では山の妖怪たちや沼の主、化け猫たち
が登場。婆さまが魔物に食われて骨になってしま
うなどという怖い場面も。他に「おもしろ話」な
ど。
（Ｕ）
◆ 1364 円・Ｂ５判・126 頁・歴史春秋社・福島・
202107 刊・ISBN9784897579887

『戦国の北奥羽南部氏』●熊谷隆次著
中世の北奥羽で最大勢力を誇った戦国大名南
部氏。１６世紀半ばに最盛期を築くのが晴政で
ある。子がなかったかれは一族の田子氏から信
直を婿養子に迎える。初代盛岡藩主となる人物
である。後に誕生する実子晴継と信直との間で
家督争いが勃発したが、これは義父晴政を敵役
に仕立てあげた江戸時代の創作だと本書は指摘
する。そもそも南部氏は甲斐国南部郷を本貫と
する鎌倉御家人で、奥州征伐の功により糠部
（青森県東部と岩手県北部）に領地を与えられ
た。糠部は現在も地名として痕跡のある１～９
の「戸（へ）」に区分。他の行政区域として「門（か
ど）」や「郷」がある。各地に一族が土着して
連合体（一家）を形成するが、それぞれが独立
した領主（「戸」の領主）である。室町期、八
戸南部氏（根城南部氏）から宗家の座を奪い取っ

た三戸南部氏だったが、一族を束ねることは困
難を極めた。
１６世紀前半から半ばにかけて「戸」の領主
同士の争いが頻発する。永禄年間の糠部争乱で
は晴政・信直間で権力争いがあったとされるが、
根拠となる史料がないことから本書では否定。
室町初期以来抗争が続く下国安東氏との鹿角郡
合戦や斯波御所との戦を経て晴政は一家を統合
することに成功、戦国大名化を成し遂げる。次
の信直時代は豊臣政権下。奥羽仕置・九戸一揆
により北奥羽の戦国時代は終焉を迎える。最新
の研究成果を踏まえた内容に加え平易な図解を
多く取り入れた本書は南部氏の全貌を知るには
格好の書である。（Ｉ）
◆ 2400 円・Ａ５判・235 頁・デーリー東北新聞
社・青森・202106 刊・ISBN9784907034276
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◆島大病院が本気で考えたレシピ
新刊ダイジェスト <拡大版>
保存版１００ 島根大学医学部附属
病 院 監 修 258mm × 210mm 95 頁 『桑原武夫と「第二芸術」 －青空と瓦礫
してこの『経験と
１５００円 今井出版 ［鳥取］
のころ』●鈴木ひさし著
しての芸術』を丹
978-4-86611-230-5 21/06
仏文学者で評論家の桑原武夫
念に読み込んだあ
◆みやざきキャンプ場ナビ プラス
（1904-88）の「第二芸術ー現代俳句に
と「第二芸術」の
バンガロー＆コテージ 鉱脈社編 Ａ
ついて」が雑誌『世界』
（岩波書店）に
なかの次のような
５ 96 頁 ９００円 鉱脈社 ［宮崎］ 掲載されたのは 1946 年 11 月号だった。
俳句批判の一節に
978-4-503-22371-5 21/06
この短い評論において桑原武夫は、
「私
目を転ずる。
「わか
◆獲って食べる！新・海辺を食べる
は、日本の明治以来の小説がつまらない
りやすいというこ
図 鑑 向 原 祥 隆 著 Ａ ５ 156 頁
理由の一つは、作家の思想的社会的無自
とが芸術品の価値
２０００円 南方新社 ［鹿児島］
覚にあって、そうした安易な創作態度の
を決定するものではないが、作品を通し
978-4-86124-451-3 21/07
有力なモデルとして俳諧があるだろうこ
て作者の経験が鑑賞者のうちに再生産さ
とはすでに書き、また話した」と書き、 れるというのでなければ芸術の意味はな
【絵本・児童書・学習参考書】 俳句は、他に職業を有する老人や病人の い。」著者はここで、この桑原のいう「経
余技とし、消閑の具とするにふさわしい、 験」概念に反映しているデューイの思考
◆れいちゃんのきせつのせいかつえ
もしこれに「芸術」の名を要求するなら
を読み取るのである。
ほん すとう あさえ文 高橋
ば「第二芸術」と呼び、他と区別するの
この他、著者は桑原があちこちで言及
和 枝 絵 175mm × 190mm 64 頁
がよい、とまで言い切ったのである。さ
している芭蕉や三好達治、鶴見俊輔や高
１５００円 のら書店 ［東京］
らには、学校教育の場から江戸音曲と同
浜虚子のことも「第二芸術」との関連の
978-4-905015-59-8 21/07
じように俳句もしめだしてもらいたい、 もとに読みこなす。あるいはまた、雑
◆あるすてねこさんのおはなし は
などとも言っている。この「第二芸術」 誌『世界』発刊の経緯、そして「第二芸
しもと えりこ絵 うすい あさ
論は俳句関係者に大きな衝撃を与え、そ
術」中で言及されている「新しくできた
み 文 195mm × 195mm 32 頁
の衝撃は現在も続いているとされる。
教育調査委員」とは誰であり、何のこと
１６００円 かもがわ出版 ［京都］
本書では内外の思想家や文学者のテク
か、といったことまで調べ上げている。
978-4-7803-1166-2 21/07
ストが桑原の思想にどのような影響を与 「第二芸術」に関することならなんでも
◆パンツのなかのまほう なかがわ
えたか、それが「第二芸術」にどのよう
調べずにはいられないとでも言わんばか
さやこ文 でぐち かずみ絵 195mm
な痕跡をとどめているか、そして、どの
りに、話題が枝葉のように広がっていく
× 195mm 34 頁 １６００円 かも
ような時代背景の中でそれは書かれたの
のである。中には、これはよく知られた
がわ出版 ［京都］ 978-4-7803-1173-0
か、その緻密な影響関係、照応関係を丹
ことなのかどうかわからないが、どうや
21/08
念に解きほぐして、私たちに明示してく
ら桑原武夫自身も俳句を作る人だったら
◆かなしきデブ猫ちゃん －マルの秘
れるのである。例えば桑原が青年期に多
しいということを示す興味深いエピソー
密の泉 早見 和真文 かのう かり
大な影響を受けた欧米の思想家に、
『幸
ドにも触れている。著者がここまで丹念
ん絵 Ａ４ 79 頁 １８００円 愛媛
福論』で知られるアランやイギリスの文
に「第二芸術」について調べ尽くすのは、
新聞社 ［愛媛］ 978-4-86087-155-0
芸批評家 A・I・リチャーズ等とともにア
著者自身俳人であり、おそらく、
「第二
21/07
メリカのプラグマティズムの哲学者ジョ
芸術」発表当時の俳人たちに劣らず、こ
ン・デューイがいるが、著者は、桑原が
の俳句批判に衝撃を受けたからだろうと
戦争中に東北大学の図書館で原書を発見
推測できる。
（T）
し寒い研究室で耽読したというデューイ
◆ 1500 円・四六判・197 頁・創風社出版・
の『経験としての芸術』に注目する。そ
愛媛・202106 刊・ISBN9784860373054

ジュンク堂池袋店

９階「ふるさとの棚」では、
地方・小出版流通センター扱いの
ご当地本を幅広く取り揃え、皆様の
お越しをお待ちしております。

(11)

2021 年 9 月 1 日

ア

ク

売行良好書

セ

ス

（1976 年 11 月 10 日第三種郵便物認可）

期間：2021 年 7 月 15 日〜 8 月 14 日
※価格は本体価格表示です。別途消費税がかかります。

［出荷センター扱い］
(1)『銀河鉄道の夜・四次稿編 第２巻』1700 円・風呂猫 (2)『鳥好きの独り言』1800 円・
吉備人出版 (3)『大谷翔平 挑戦』1300 円・岩手日報社 (4)『しっぽのある温泉』
1500 円・海豹舎 (5)『たぷの里』1200 円・ナナロク社 (6)『赤ずきんとオオカミの
トラウマ・ケア』1800 円・アスク・ヒューマン・ケア (7)『東京の森のカフェ』1300 円・
書肆侃侃房 (8)『アイヌ語系地名総覧』6000 円・ツーワンライフ (9)『奈良町の南玄関』
1200 円・京阪奈情報教育出版 (10)『蒲生氏郷伝説』1500 円・サンライズ出版 (11)
『戦場の漂流者・千二百分の一の二等兵』1800 円・弦書房 (12)『石井桃子の日本昔話』
700 円・東京子ども図書館 (13)『獲って食べる！新・海辺を食べる図鑑』2000 円・
南方新社 (14)『菜食主義者』2200 円・クオン

(1)『ねむらない樹 ｖｏｌ．７』1500 円・書肆侃侃房 (2)『本の雑誌 Ｎｏ．
４５９ ２０２１年９月号』667 円・本の雑誌社 (3)『１０代のための読書地図』
1800 円・本の雑誌社 (4)『東京かわら版 Ｎｏ．５７６ ２０２１年８月号』
545 円・東京かわら版 (5)『戦国人』1600 円・上毛新聞社 (6)『昭和プロレ
スマガジン ５５』909 円・昭和プロレス研究室 (7)『戦国の北奥羽南部氏』
2400 円・デーリー東北新聞社 (8)『武田信玄入門』1600 円・山梨日日新聞社
(9)『第１７回 京都検定 問題と解説』1400 円・京都新聞出版

［ジュンク堂書店池袋店 地方出版社の本—センター扱い図書］
(1)『戦国人』1600 円・上毛新聞社 (2)『奥武・秩父 峠歩きガイド』1,900 円・
さきたま出版会 (3)『ボクシングと大東亜』2200 円・忘羊社 (4)『村野藤吾
と俵田明』2200 円・弦書房 (5)『サーモンピープル』1300 円・かりん舎 (6)
『新版 奥多摩登山詳細図 東編 全１４８コース』900 円・吉備人出版 (7)『戦
国の北奥羽南部氏』2400 円・デーリー東北新聞社 (8)『出雲王国とヤマト政権』
2250 円・大元出版 (9)『大谷翔平 挑戦』1300 円・岩手日報社 (10)『糖尿
病は” 砂糖” で治す！』1800 円・鉱脈社
以下ホームページ等でも各種情報提供を行なっております。ご利用ください。
ＵＲＬ：http://neil.chips.jp/chihosho/
ツイッター公式アカウント：@local_small
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▼パズル制作集団ニコリの創業者であ
り、今やあまねく世界中に知れ渡った
人気パズル「数独」の名付け親でもあ
る鍜治真起（かじ・まき）さんが 8 月
10 日、胆管がんのため逝去されまし
た。享年 69 歳。体調が思わしくなく、
８月に入ってニコリの社長を後進に譲
り、自宅で療養されているということ
は聞いておりましたが、こんなに早く
訃報を耳にすることになるとは思って
もいませんでした。謹んでご冥福をお
祈りいたします。現在 SNS 上では鍛
治さんへのお悔やみの言葉や思い出話
等が次々とアップされているのが印象
的です。またニューヨークタイムスの
電 子 版 も「Maki Kaji, the ‘Godfather of
Sudoku,’ Is Dead at 69」と、その訃報を
鍛治さんの写真と共に掲載していまし
た。フランスの「ル・モンド」サイト
でも「Mort de Maki Kaji, l’ homme qui a
popularise le Sudoku」と訃報を伝えてい
ます。2004 年頃のこと日本を旅行中の
ニュージーランドの弁護士が数独に夢
中になり、ある時ニコリに直接電話を
かけてきた、という話を鍛治さんから
聞いたことがあります。
「数独」を英紙
に掲載していいかどうか許可を求めて
の電話だったようです。これがきっか
となり「数独」は「sudoku」となって
瞬く間に世界中に広がっていったわけ
ですが、それが逆輸入されて日本のマ
スコミでも度々「数独」
「sudoku」のこ
とが取り上げられるようになりました。
2005 ～ 2006 年ころには関連本がも
のすごい勢いで売れるようになり、そ
のため当方では半ばやけくそになって
天井に届くほど在庫を積み上げていた、
というのも今ではよい思い出です。今
後、鍛治さんのお別れの会が開かれる
予定であることをニコリのホームペー
ジは伝えています。

地方・小出版物のデータになります。綴じて保存してください。
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