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エンパシー（同情）とシンパシー（共感）

多田と行天は同級生で便利屋をやっている。

曾根田のばあちゃんは少しぼけているので多田が息子
そ ね だ

に頼まれて見舞いに行くとき、息子のフリをして見舞

うととても喜んでくれる。たまに、多田を多田本人と

してわかるときもある。「あの世ってあるんだろうか

ねえ」と訊くばあちゃんに、多田は、自分はないと思っ
き

ているけど、弱気になっているばあちゃんに「ないと

思います」とは言えなかった。けれど行天は「あの世

なんてないよ」と言い放つ。ばあちゃんの顔がこわば

る。「でも、俺はあんたのこと、なるべく覚えている

ようにする。あんたが死んじゃっても。俺が死ぬまで。

それじゃだめ？」

ばあちゃんは笑っていた.

「それはいいね」

この場合、多田がエンパシー（他人の身に

なる）で、行天がシンパシー（自分と同じだ

と思う）。どちらもばあちゃんのことを思い

やっています。

『まほろ駅前狂騒曲』三浦しをん著 文春文庫 2017

『注文をまちがえる料理店』小国士朗著 あさ出版

2017 「認知症を抱える人」が接客するレストラン。

間違えることを受入れ、一緒に楽しむお店です。認知

症を抱える人とふれあうとき、ほんの少しいつもより

時間をかけ、理解しようという優しさと思いやりがあ

れば、みなさんの方が大切な何かを

得ることができるでしょう（ノルウェー

公衆衛生協会）課題は山積ですが、将

来を考えると魅力的な企画です。

『こども君主論 きびしい社会を生き抜く人に

なる！』齋藤孝監修 日本図書センター 2017

ひとを大切にすることは大事ですが、自分も

大切にすることをわすれないで。

『「おに」と名づけられた、ぼく』木根尚登著 TOブックス

2017 永井先生おすすめの絵本です。

『賢者のおくりもの』O・ヘンリー著 青い鳥文庫 1990

貧しい恋人がお互いを思いやるあまり、残念（？）なクリス

マスに。

『ボブという名のストリート・キャット』

ジェームズ・ボーエン著 辰巳出版 2013

猫のボブは人間を思いやることができ

るとしか思えない。本物の実話です。

『よるのばけもの』住野よる著 双葉社 2016

自分がいじめにあっても、助けてくれた友達が無視され始めたら、

止めるためにわざとその友達を平手打ちする「空気の読めない」子。

『縞模様のパジャマの少年』ジョン・ボイン著 2008 岩波書店

仲良くなったパジャマの少年と遊んでいたら…児童文学とは思えな

い残酷な結末は、共感力が欠けている大人こそ読むべきなのかも。

『百まいのドレス』エレナー・エスティス作 岩波書店

2006 いつも同じ服と名前をからかわれるワンダ。彼女

を馬鹿にしていたクラスメートはワンダが転校した後、傷

つけていたことに気づくのでした…。

『ワンダー』R・J・パラシオ著 ほるぷ出版 2015

遺伝子病のせいで醜く生まれついた僕が、学校に行って冷たい視線

や態度と闘う物語。

だれかを見かけて、もし自分がその人だったらどうかなんてぜ

んぜん想像がつかないってこと、あるよね。車椅子の人や話せな

い人を見たときとか。ぼくがほかの人にとってそういう存在なん

だってことくらいわかってる。

みんなの冷たい視線にうろたえた経験は誰にだってあるよね。

臆病なあなたと似てる？

『ハリネズミの願い』トーン・テレヘン著

新潮社 2016 孤独で臆病なハリネズミ。

ある時、誰かを招待しようと思い立つ。でも不

安が先立って手紙を出すこともできない。ゾウ

やクマ、フクロウが来たらどうなる？しなくて

もいい想像をしておびえる姿が、

おかしくもいとおしい。

「2017年本屋大賞」

翻訳小説部門１位！

『世界一あたたかい人生相談』ビッグイシュー販売者、枝元なほみ

著 ビッグイシュー日本 2008

人生相談にホームレスの人が答えて、悩みに聞く料

理のレシピを料理研究が紹介しています。部屋をかた

づけられない、ともだちがいじめにあっている、自分

に自信がもてない…いろいろな悩みの助けになるかも。

動物も思いやる？『せつない動物図鑑』

ブルック・バーカー著 ダイヤモンド社 2017

今年は戌年ですが、オスの子犬はメスの子犬にわざ

と負けてあげるのだそうです。

また、ネズミには他のネズミの悲し

みがうつる。近くに元気がないネズミ

がいると、まわりの元気なネズミまで

じっと動かなくなるそうです。

DVD『ウォーリー WALL・E』ごみ処理ロボッ
トのウォーリーは、かつていた人間が残していった物を

集めて楽しんでいた。誰もいない世界で過ごす彼はいつ

か誰かと手をつなぎたいと夢みていた。ある日、宇宙船

が降りてきて白いロボットと出会うのだが…。ウォーリー

は共感を、絆を得られるのか？（貸出可能）
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今月のテーマは共感力（思いやり）。

「人間は七百万年の進化の過程で、高い

共感力を手に入れ、協力することで安心を
得るようになった」 京都大学総長・ゴリラ

研究者の山極寿一さんのことばです。



2月2日（金）の
アセンブリーでゴー
ルドカードが表彰されます。

おめでとうございます。プ

ラチナカードはゴールドカー

ドを持っていて、さらに50

冊借りた高校

生に渡される

カードで、い

つでも10冊借

りることがで

きます。

『新しい分かり方』
佐藤雅彦著 中央公論新社

2017

人間の子と鬼の子が同じ

絵本を読んでいる。鬼の子

は泣いて、人間の子は笑っ

ている。何の本？"ももたろ

う"。

梅雨に入ったというニュー

スをテレビでやっている。

かえるたちはそれを見てバ

ンザイと喜んでいる…人間

ならうっとおしいと思うけ

れど。

テレビ画面に映る犬と犬小

屋。隣にはテレビ画面に小

屋だけがあって犬はテレビ

の隣に立っている。画面か

ら出てきたの？

【ものの見方】を考えさせ

る本です。ただ見るだけで

も楽しい。

『日本史見るだけノー
ト』小和田哲男監修 宝
島社 2016

「日本人はどこから来た

の」から「TPP

の狙いは何な

のか」まで要

点を押さえた

質問に図で答

えています。学習漫画で日

本史や世界史を把握する手

もありますが、この215ｐを

読み込むだけでも日本史は

かなりできるはず。合間に

各時代のファッションチェッ

クもあって気楽に読みすす

められる本です。

『ぐるっと探検☆産
業遺産』前畑温子著
神戸新聞総合出版センター

2017

レベル1（身近）からレベ

ル４（本格的な探検）５

（非公開）レベル１にはJR

神戸駅、２に神戸税関、３

余部鉄橋、４生野鉱山、レ

ベル５に摩耶観光ホテルな

ど。独特の美

しさが魅力で

す。レベル別

におすすめの

持ち物や装備

も載っています。

『日本一やさしい
「政治の教科書」で
きました。』
木村草太×津田大介×AKB48

著 朝日新聞出版 2017

国とAKB48の違いでわかる

「国家」とは何か？選挙に

はタイミングも大事。政治

家はハバツをつくって「セ

ンター」を狙う。選挙に行

く前に知って

おかないとヤ

バいこと。じ

つは4種類も

ある“清き一

票”など、情

報のウソとホ

ントを確かめ

て選挙に行きましょう！

『原発事故で生きも
のたちに何がおこっ
たか。』永幡嘉之写真・
文 岩崎書店 2015

2011年3月11日、東日本大

震災のため、原発事故が起

こりました。人が住めなく

なると外来種のセイタカア

ワダチソウが埋め尽くし、

本来のフクシマに生えてい

た植物が生える「すきま」

さえもありません。2年前は

黄金色の稲穂がたわわにた

れる水田地帯でした。

香川照之の番組で特集し

ていたタガメも、事故前は

数箇所で見られたものが、

一匹も見つかりませんでし

た。チョウの子どもはそれ

自体が放射線を浴びていな

くても親の世代が浴びた放

射線によって異常がでてき

ました。人間やほかの生物

にこれが

起こらな

いとは、

まだ言え

ません。

当たり前

の自然を取り戻すためにで

きることを考えます。

『なぜ世界中が、ハ
ローキティを愛する
のか “カワイイ”
を世界共通語にした
キャラクター』 ク
リスティン・ヤノ著 作品

社 2017

人類学博士が12年にわたっ

て調査研究したキティの人

気の謎。2014年ハロー・キ

ティがネコではなく、人間

の女の子だったと発表され

たとき、世界に激震が起き

た。レディ・ガガがキティ

に扮した写真を見ながらサ

ンリオの世界戦略を知る。

さまざまな人種や性別のキ

ティファンに聞き取り調査

をしていかにキティがアメ

リカに広がって行ったか検

証する。フェミニストから

は批判の対象となり、パン

ク、レズ、ゲイたちには

【反逆】の象徴となってい

る。とんでもない場所でアー

トになりクールジャパンと

は一線を画している。なぜ

「かわいい」が世界を席巻

したのか。そしてどう変え

て い

る の

か 。

お そ

ろ し

く真面目な評論です。

『税金の大事典』
神野直彦監修 くもん出版

2017

国民の三大義務は勤労、

教育、納税。私たちの暮ら

しにかかるお金でごみ処理

費用が国民1人あたり1万679

1円。警察・消防・医療…国

民がお金を出しあって代わ

りにやってもらう共同社会

で生きるための「会費」の

ようなものです。税金の安

い国へ資金を移す「タック

スヘイブン」

や、「ふる

さと納税」

のしくみ、

税金の無駄

づかいをへ

らすには？

など税金に詳しくなれます。

『木のタネ検索図鑑
同定・生態・調査

法』小南陽亮・田内裕之・
八木橋勉編著 文一総合出

版 2016

野外で採取したタネの種

類を知りたい。タネが遠く

に運ばれる仕組みを知りた

い。動物と木の実の関係は？

土に埋もれたタネを調べる

方法を知りたい…などタネ

について

の野外活

動や研究

のヒント

がいっぱ

いつまっ

た、カラー

写真満載の一冊です。

『声優になるための

練習問題100』高橋ト
モコ/出口富士子編 雷鳥社

2000

声優の仕事をする上で必

要な知識や技術から業界内

の常識やルールまで一問一

答形式でまとめている。台

本が読めなくては話になら

ない、声のテクニックはマ

スターして、オーディショ

ンでの売り込み方や情報収

集法、声優の技術と仕事の

現場につい

て…タダの

アニメファ

ンが読んで

も面白いで

す。

今年憲法を変えるため
の国民投票があるかも
しれません。第7回ようち

えん絵本大賞を受賞した

『わたしの「やめて」』
文・自由と平和のための京

大有志の会 絵・塚本やす

し 朝日新聞出版 2015

は

くにとくにのけんかをせん
そうといいます
せんそうは「ぼくがころさ
れないようにさきにころす
んだ」というだれかのいい
わけではじまります

と続きます。５分で読める

絵本です。巻末には大学生

が作ったオリジナルと英文

が載っています。ぜひ一度

目を通

してか

ら、憲

法改正

につい

て考えてほしいと思います。
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王子動物園
バックヤードツアー募集

２月11日（日）または 18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

動物園のお話を獣医が現状やみ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11日（木）〆切


