神戸の詩人
『久坂葉子詩集』久坂葉子 六
興出版 1979 21歳の若 さで亡く

『竹中郁詩集』竹中郁 現代詩
文庫 思潮社 1994 光の 詩人と

なっ た、世 間よ り少し 先を行 って

言わ れる竹 中郁 。都会 的で洗 練さ

いた彼女の詩集。

れた詩は今読んでもおしゃれです。

『夜空はいつでも最高密度の青
色だ』最果タヒ リトルモア 20
16 神戸市 出身。前作 『死んで し

『生きて百年ぐらいならうぬぼ
れつづけて生きたるぜ』三代目
魚武濱田成夫 角川文庫 1999

ま う系の ぼく らに』 が異例 のヒ ッ
ト。今作でもtwitterやtumblrに発

西 宮生ま れ。詩 、書 、絵、 音楽な

表 された 詩を収 録。2017年、石 井

ど の分野 で「自 分を 誉め讃 える作
品 」をつ くり続 ける 芸術家 。関西

裕也監督により映画化。

弁で綴られる力強い詩。

詩集
Poetry

昔から世界各国で書かれてきた詩。
考え事や勉強に疲れたら、
一旦頭を空っぽにして、
詩を一篇読んでみませんか。

松蔭の詩人

元教員

はと時計
1月号

ＯＧ

安水稔和

はたちよしこ

『生きているということ』編
集工房ノア 1999 第40回土井晩

『レモンの車輪』銀の鈴社
1988 「吉 野弘 ・詩 の教 室」

翠賞 受賞作。 阪神淡 路大震 災と、
その後の日々を刻んだ１冊。

にて学び 、満を持して発表され

『安水稔和詩集』沖積舎 2000
『安 水稔和全 詩集』 からの 自選詩

『またすぐに会えるから』
大日本図書 2000 2作目。挿

集。「君はかわいいと」は『ポケッ

画：佐野洋子。

ト詩 集Ⅲ』や 茨木の り子の 『詩の
ここ ろを読む 』にも 紹介さ れてい

『いますぐがいい』長崎出
版 2007 3作目 。挿画 ：まど

ます。

みちお。

た1作目。挿画：まどみちお。
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歌詞

海外の詩人

絵本

library@shoin-jhs.ac.jp
担当：髙田

『「いる」じゃん』くどうなお
こ(作)松本大洋(絵) スイッチ・
パブリッシング 2017 「お はよ

『かないくん』谷川俊太郎(作)
松本大洋(絵) ほぼにちの絵本
東京糸井重里事務所 2014 谷

デンマーク出身。 『マッチ売りの少

『ボブ・ディラン全詩集』
ボブ・ディラン 片桐ユズ
ル(訳) 晶文社 1974 ア メ
リカ 出身のミュ ージシャン 。

う」というと太陽がウッス 光でほっ

『日本の名詩、英語でおどる』ア ーサー・ ビナー ド みすず

川俊 太郎 が一夜 で綴 り、 松本 大洋

女』や『人魚姫』 など、童話の王様

が2年 の歳月をかけて描 き完成した

として知られるア ンデルセンの、詩
人としての一面。

2016年、歌手 として初のノ ー

ぺた つまん でくれる …リズム の楽し

書房 2007 与謝 野晶子やまど・みちおを英 語で読む！中原中也
の『 サーカス』より、「 ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」 は「S

さ 、1日 の 意味 、素 敵な 絵、 何 回も

絵本 。生 きるこ と、 死ぬ こと につ

読みたくなる絵本です。

いて考える、静かで美しいお話。

『かばくん』岸田衿子(作) 中谷
千代子(画) こどものとも傑作集
福音館書店 1962 小 さい 子向 け

『幼い子は微笑む』長田弘(詩)
いせひでこ(絵) 講談社の創作
絵本 講談社 2016 名詩と 珠玉

の絵本と侮るなかれ！昔読んだ人も、

の絵 を一挙に味わ える贅沢な 1冊。

初めての人 も、かばくんの虜にな っ

き れい な詩 とや さし い絵 から 愛お

ちゃうこと間違いありません！

し さと 哀し みの よう なも のが 見え

『アンデルセン詩集』アンデル
セン 山室静(訳) 彌生書房 1981

『ゲーテ詩集』ゲーテ 高橋健
二(訳) 新潮文庫 1974 ドイツ
出身。『若きウェルテルの悩み』や
『ファウスト』で有名なゲーテ。音
楽家たちによって曲も作られており、
有名な「魔王」「野ばら」はシュー
ベルトが作曲。

吉本隆明

『スティービー・ワンダー
詩集』スティービー・ワ
ンダー 景山民夫(訳) シ
ンコー・ミュージック 19
87 アメリカ出身のミュージ

EEEEEEE SAAAAAAAW SEE and SAW」に。発見が多い１冊。

『ポケット詩集 ⅠⅡⅢ』田中和雄(編)童話屋 1998,2001,
2004 初版 が発行され て以来増刷 を重ねてい るシリー ズ。とび
きり上等の詩だけを掲載。

ミー 賞など数々の 賞を受賞し

『やさしい現代詩』小池昌代,林浩平,吉田文憲(編著) 三
省堂 2009 この 本の珍し いところ は詩の書 き手に よる自作 朗

ています。

読CDがついているところ。耳でも楽しめるすてきな体験です♪

シャ ン。グラミー 賞、アカデ

茨木のり子

Yoshimoto Takaaki

『吉本隆明詩集』
現代詩文庫 思潮
社 1968 よしもと

ベル文学賞を受賞！

アンソロジー

Ibaraki Noriko

『おんなのことば』童話屋 1994 歯切 れ良く書かれ
た詩の数々。自分の感受性を意識できる35篇。

『詩のこころを読む』岩波ジュニア新書 1979

い
い詩には、ひと の心を解き放って くれる力があり、 生き

岸田衿子
Kishida Eriko

『いそがなくても
いいんだよ』童話
屋 1995 小 さくて

隠れします。

谷川俊太郎
『おやすみ神たち』川島小鳥(写
真) ナナロク社 2014 3年間に渡っ

長田弘

工藤直子

Tanikawa Shuntaro

Kudo Naoko

Osada Hiroshi

『深呼吸の必要』晶文社 1984 言 葉を深 呼吸
する。言葉で深呼吸する。読みながら、読み終わっ

て台湾で撮影された写真 と、すてきな

『あ・い・た・く・て』佐
野洋子(画) 小さい詩集 大
日本図書 1991 じ ぶん 、 ひ

たら、深呼吸。心と体の空気が整います。

とて もかわい い詩集

詩のコラボレーション。

と、風景 、猫、そして…。な に

『記憶のつくり方』朝日文庫 2012 第一 回桑

とし生けるもの へのいとおしみを やさしく誘いだし ても

です 。選び抜 かれた

『詩めくり』ちくま文庫 2009 日

かに「あ いたい」気持ちにな る

原武夫学芸賞受賞作。記憶は過去のものではない。

『詩の力』新潮文
庫 2009 吉本隆明

くれる…忘れがたい数々の詩のコレクション。

詩ばかり！

めく りなら ぬ詩めく り。366日分、 今

1冊。

とど まるの が記憶 であり 、じぶ んの現 在の土 壌と

『茨木のり子の家』平凡社 2010 とっ ても素敵なお

日のページを開いたり、 誕生日の日を

うちです。落ち 着いていて、生活 を慈しんでいるの が伝

『こどものころにみた空は』
松本大洋(絵)理論社 2001 こ

なっ てきた ものは 、記憶 だ。エ ッセー のよう な詩

が詩を解釈 。萩原朔
太郎から宇 多田ヒカ

わってきます。

『ソナチネの木』
安野光雅(絵) 青
土社 1981 語りか

どもだっ たときのこと、覚え て

『世界は一冊の本』晶文社 1994

ルまで、縦 横無尽に

けて くる詩と 、文様

いますか ？ひらがなで書かれ た

書かれ た文
字だ けが本 ではな い。日 の光り 、星の 瞬き、 鳥の

言及。詩に ついてお

『茨木のり子の献立帖』コロナ・ブックス 平凡社
2017 手書きのレシピや料理の写真、見ているだけで満

『十八歳』沢野ひとし(絵) 集英
社文庫 1997 谷川俊太郎が18歳だっ

のよ うな絵が 融和し

た頃の詩を収録。沢野ひ としのかわい

詩を読ん でいると、少しずつ 思

声、 川の音 だって 、本な のだ。 という 一文に ハッ

勉強できる1冊です。

ち足りた気持ちになってしまいます！

て、とてもおしゃれ。

らしい絵とともに。

い出せるかもしれません。

とさせられます。

ばななの父 ・吉本隆
明の詩集。

見てみたり、楽しみ方いろいろ！

集。
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王子動物園
バックヤードツアー
募集

２月10日（日）または17日（日）
13：30～15：40 受付13時から
パンダ、象、シロクマなどのバックヤー
ドの見学と飼育員による
解説
動物園の話を獣医が現状
や見どころなどビデオで
解説します。
２人１組でカウンターに
申し込んでください。
（英検の２次試験がある
日は避けてね）
当選者に連絡します。
1月10日（木）〆切

新着図書
猫と暮しているとうんこ
は体調を知る貴重な手がか
りです。毎日出しているか、
ゆるくないか？真剣に砂の
中のうんこをいつも観察し
ています。

んこは日本人の倍の重さだっ
たり。理想的といえる健康
なうんこはどんなものか、
わかります。

『合意ってなに？なぜ
『うんこ図鑑』荒俣宏監 だいじなの？ 国際化
修 日本図書センター2018
の時代に生きるためのQ
いいにおいのうんこもあり ＆A４』 ルイーズ・スピル
ます。珈琲になったり、化 ズベリー、ヤズ・ネジャティ
粧品に使われたりするうん
著 創
こもあります。いろいろな
元社 2
動物のうんこ
018
を比較したり、
なにか
ケニア人のう
起こる

ことに対して許可を与える
こと。それが合意。いつも
わたしたちは日常生活では
いろいろなことに簡単に合
意しています。けれど、あ
なたがいやだと思うことを
やらせようとしたらどうし
たらいいのか。誰かが合意
しない時はどう理解したら
いいのか。そして性に関す
る合意、医療に関する合意、
オンライン上の合意など人
生を変えるかもしれない大
きな判断について参考にな
ります。

『「ニルスのふしぎな
旅」と日本人 スウェー
デンの地理読本は何を
伝えてきたのか』
村山朝子著 新評論 2018
昨年の大学入試センター
試験でムーミン谷がどこに
あるのか、
話題になり
ました。そ
の 問 題 に
『ニルスの
ふしぎな旅』
の舞台がス
ウェーデン
であること
を問う部分
もありました。いまWOWOWで
放映されているアニメーショ
ンをドイツで見たことがあ
りますが、好評だったよう
です。どうしようもないい
たずらっ子のニルスがいじ
められているリスや野ガモ
やみじめに見捨てられてい
る人たちを機転を利かせて
助けていくお話。スウェー
デンの地理が手に取るよう

に書かれた本ですが、日本
で何度も訳されて大人気だっ
たんですよ。頼りになるガ
チョウのモルテンが大好き
でした。
昨年末、三重県のスーパー
が毒を持つ魚の一種、ソウ
シハギを販売したことで問
題になりました。三匹のう
ち二匹が売れ、うち一匹が
鍋に。運よく毒をもたない
個体だったようで食べた三
人は元気だそうです。ホッ。

2019年1月8日
ごと、軍
ごと、会
社ごとに
それぞれ
オリジナ
ルがあっ
て登録さ
れていま
す。意外
と歴史背景が深いんです。

『いのちと福祉のねだ
ん いくらかな？社会
がみえるねだんのはな
し２』藤田千枝編 坂口美

『文学はおいしい。』 佳子著 大月書店 2017
小山鉄郎著 作品社 2018
文学作品に出てくるさま
ざまな食べ物を紹介してい
ます。火野葦平「河豚」の、
ヤクザすら殺してしまう毒
や、有史以前から日本人が
フグ食を命がけで愛してき
た歴史がさらっと述べられ
ています。森鴎外がおまん
じゅうをお茶漬けで食べる
のはちょっとどうかと思い
ますが、おいしそうな料理
の話と挿し絵と文学、ぱら
ぱらつ
まみ読
みする
だけで
も楽し
い一冊です。

盲腸の手術代は日本では8
～10万円だけどキューバ、
カナダ、イギリスは無料、
アメリカは260万～550万円
（アメリカの自己破産の62
％が医療費が原因）！
洋式ト
イレ、
ひとつ
約40万
円。世
界の三
人に一
人は衛生的なトイレを使え
ない。
生活保護って知ってる？

ドラマで「健康で文化的
な最低限度の生活」って
やっていたよね。国が最低
限度の生活費を保障してく
昨年9月に神戸ファッショ れる制度です。憲法に定め
ン美術館で「タータン」展 られた権利で、国民は誰で
があったのをご存知ですか。 も受ける権利がある。生活
『タータン 伝統と革 保護を受けるべき人のうち、
新のデザイン』三鷹市美 どれだけが実際に利用して
術ギャラリーほか著 青幻 いるか、ドイツ64.6％、フ
ランス91.6％、イギリス90.
舎 2018
タータンはチェックでは 0％、スウェーデン82.0％。
ない？そして氏ごと、地方 さて日本は？15.3％国連は

日本に対して、生活保護の
申請手続きを簡単にするこ
とや、差別や劣等感を取り
除くよう勧告しています。
恥ずかしいことではなく、
権利なんですよ。

『語源でわかる中学英
語 knowの「k」はなぜ
発音しないのか？』

原島広至著 KADOKAWA 2018
英単語にはどうして読ま
ない文字が含まれる？もと
もとは読んでいたけれど、
歴史の中でめんどくさくなっ
『藤田嗣治の少女』
て読まなくなった経緯があ
会田誠編 講談社2018
昨年12月まで京都国立近 ります。climb（登る）
代美術館で「没後50年藤田 lamb（羊）のbがそう。でも
嗣治展」をやっていました。 thumb（親指）のbはカンチ
丸めがねとオカッパ頭で11 ガイでついたって。ナット
月27日の彼の誕生日に行っ クがいかないスペルはこの
たらオリジナルポストカー 本をみたら理由がわかるか
ドがもらえたんですよ！エ も。
コール・ド・パリでは唯一 『＃名画で学ぶ主婦業』
の 日 本 人 画 家 と し て 彼 は 田中久美子監修 宝島社
「素晴らしき乳白色」で有 2018
昨年のちょうど今頃、
名になりました。戦後、パ
リに行ってからの少女画は twitterで＃（ハッシュタグ）
モデルのいない、想像上の をつけて主婦のつらさを名
つり目の少女たち。会田の 画で表現してバズッたもの
言う日本ではアートよりも が本になりました。正当な
サブカル 解説もついています。
がメイン 「…お母さんがどうして怒っ
とは悲し てるか、わかる？」「息子
い慧眼。 の部屋からいつのかわから
ない弁当箱でてきた」「日
曜日の夜に体操服出すのや
めて」

読書みくじ
実施中

だだいま

（先着20名まで）

資料を借りておみくじ
ひいて、新年の読書運を
占いましょう。
ささやかなプレゼント
ついてます。

