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ちから

見えないものを

る力

〜感染症と生きるには〜

新型コロナウイルス感染症が流行し始めてから１年，今も日々状況が変化し，さまざまな情報が飛び交っています。
目に見えない，触れることができない未知のものは私たちを不安にさせますが，何が起きているかを正確に知る，い
ろいろな人の考えを知る，日々のちょっとした楽しみ方を知ることで，心が少し軽くなるのではないでしょうか。
今回の特集では，そんな「知る」を応援する本をご紹介します。手にした１冊が，感染症の流行のなかで生きるための
「力」となりますように。
ここで紹介した本の出版年は，記載のあるものを除き2020年です

感染症のことを知っておきたいあなたには
そもそも，新型コロナウイルスって？

新型コロナウイルス 脅威を制する正しい知識

ウイルス性の感染症の一種。発熱やのどの痛み，咳が長引
くことが多く，強いだるさを訴える方が多いことが特徴です。
感染から発症までの潜伏期間は１〜１４日（多くは５〜６
日），飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。重
症化すると肺炎となり，死亡例も確認されています。特に高
齢の方や基礎疾患のある方は重症化する可能性があります。
京都市情報館ホームページ
［新型コロナウイルス感染症について］参照

水谷 哲也／著
東京化学同人

正しい知識で身を守る
ウイルス学専門の著者が，
市民公開講座を行うかのよう
に書いた本。コラムもあり，新
型コロナについて網羅的に知
ることができる。

どうしてしんがたコロナになるの？

ビジュアルパンデミック･マップ

松永 展明／監修
せべ まさゆき／絵
WILLこども知育研究所／編著
金の星社

サンドラ･ヘンペル／著
日経ナショナルジオグラフィック社

感染症と人類の，闘いの歴史
インフルエンザ，コレラ，マ
ラリア，エボラ出血熱など，新
型コロナ以前の２０の感染症
を，最新データとカラー図版
で解説。

子どもといっしょに読んでみる
新型コロナを理解して予防策
を身につけることができる，や
さしいイラストと言葉の絵本。

いろいろな人の思いを聞いてみたいあなたには

納得したり，安心したり，ハッと考えさせられたり。
ひとつひとつが，力強いメッセージ。

コロナ後の世界を語る

コロナ後の世界を生きる

私たちはどう生きるか

現代の知性たち

各界の第一人者

珠玉の執筆陣

養老孟司(解剖学者)
五味太郎(絵本作家)
ブレイディみかこ

藤原辰史(歴史学者)
多和田葉子

福岡伸一(生物学者)
山中伸弥

隈研吾(建築家)
など ２４名

あさのあつこ(作家)
など １６名

養老 孟司／ほか著，朝日新聞社／編
朝日新聞出版

(保育士･ライター )

など
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知らないことを知って，揺らぐ心を支える。
感染症の歴史も知っておくと完璧!?

２２名

京図ものがたり vol.53

村上 陽一郎／編
岩波書店

(作家･詩人)

福岡 伸一／ほか著
婦人之友社編集部／編
婦人之友社

(京都大学iPS細胞研究所所長)

新しい生活にとまどうあなたには

毎日の張りつめた気持ちを楽にできたら…。本にはヒントがたくさん。

コロナの時代の暮らしのヒント

新しい生活スタイル

井庭 崇／著
晶文社

例えば…
・人との間隔はできるだけ空ける
・症状がなくてもマスクを着ける
・手洗いは30秒，水と石けんで丁寧に

毎日を大切に生きる３２の知恵

京都市情報館ホームページ
［「新しい生活スタイル」の実践をお願いします！］参照

自宅にワクワクする本棚を
つくる，写真や絵を見て語り
あい感性を磨く…。暮らしを
楽しむ簡単なコツを紹介する
本。

オンライン会議の教科書

おうちは遊びのワンダーランド

堀 公俊／著
朝日新聞出版

木村 研／著
いかだ社

画面の向こうに成果を届ける

外に遊びにいけない時は

マナー，進行，オンラインだ
から できるチームづくり，よ
くあるトラ ブルの解決策な
ど，オンライン会議 ならでは
の作法がわかる１冊。

おうちで思いっきり遊ぼ
う！ 準備のいらない遊び，か
んたん 手づくりおもちゃな
ど，す ぐ に 楽 し め る 遊 び が
いっぱい。

やっぱり小説を読みたいあなたには

感染症によって危機がせまる世界，そこから立ち上がる人々。
今，読みたい小説がここに 。

ペスト 改版

復活の日 人類滅亡の危機との闘い

カミュ／著,宮崎 嶺雄／訳
新潮文庫 2004

小松 左京／原作,新井 リュウジ／文
ポプラ社 2009

人間とは何かを淡々と描く

人類への信頼と希望に満ちたＳＦ

ペストの流行で孤立するア
ルジェ リアの町を舞台に，疫
病に対する人々の恐怖や苦し
み，連帯と友愛を描いたフラ
ンスの長編小説。

ヨーロッパで流行した悪魔風邪
は，瞬く間に世界中に広がり，人
類は死滅。南極で生き残った人々
は，恐怖と絶望に 立ち向かう。名
作を現代向けにした児童書版。

もっと調べてみたいあなたには

図書館には，あなたの「知る」をお手伝いする「レファレンスサービス」も
あります。お気軽にご相談ください。

オン ラインデータベースで調べる

パス ファインダーを使う

京都市図書館１８館（こどもみらい館，深草，移動図書館を

パスファインダーとは，調べたいと

除く）では，新聞や雑誌記事，百科事典や各種辞書が検索でき

思う事柄について，役立つ資料や探し

る データベースを無料で利用できます。データの出処が明ら

方など，いろいろな情報源の一部をわ

かで 情報に信頼性があり，操作も簡単です。

かりやすく紹介するものです。

●聞蔵(きくぞう)Ⅱビジュアル［朝日新聞］
●JapanKnowledgeLib(ジャパンナレッジリブ)

か，京都市図書館のホームページでも

中央図書館で作成・配布しているほ
公開しています。

●｢ウイルス(病原体)｣の
パスファインダー
京図ものがたり vol.53
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その12

図書館が閉まっている時間も本をお返しいただける返却ポスト。
京都市の各図書館（コミュニティプラザ深草図書館を除く）に設置されているほか，

地下鉄などの駅 返却ポスト
にも

地下鉄東西線

があります。

地下鉄烏丸線

阪急京都線

京都市役所前駅

北大路駅

烏丸駅

きょうとしやくしょまえ

きたおおじ

からすま

●設置場所

改札口横(改札内外)
※どちらからでも入れられます

●利用時間（駅営業時間内）

5:30頃 〜 24:00頃

●設置場所

●設置場所

南改札口東側

西改札口東側

(改札外)

(改札外)

●利用時間（駅営業時間内）

●利用時間（地下通路の通行可能時間内）

5:30頃 〜 23:45頃

4:40頃 〜 24:00頃

返却ポスト
▲

出口20

コインロッカー
返却ポスト
改札口
（有人）

駅務室

改札のすぐ横！

通
の
勤の
通勤
途
に! !
中に
途中

西改札口

駅務室

通
の
学の
通学
途
に! !
中に
途中

南改札口
（有人）

・ 返却ポストに入れられるのは，京都市図書館の本のみです。

スロープの手前！

便利な

駅の返却ポストを

ぜひご利用ください！

・ 返却ポストに本を入れてから実際の返却処理までに，時間がかかります。
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スロープ
出口19

・ CD・DVD等の視聴覚資料，京都市以外の図書館から取り寄せ
て借りた本は，入れられません。
・ 年末年始（12月28日〜 1月4日）
は利用できません。

返却ポスト

地下鉄四条駅

コインロッカーの近く
！

の
お
物の
い物
買い
お買
!
に
で
つ
いでに!
つい

阪急
烏丸駅

▲

ゼスト御池方面

図書館の本棚から

1冊

司書がすすめる

この

『石垣の名城完全ガイド』
千田 嘉博／編著
講談社

お城と言われて，皆さんは何を思い浮かべますか？
やぐら しゃちほこ

立派な天守や， 櫓， 鯱など，お城には目を引くものがたくさん
ありますが，どうぞそのまま下に目を向けてみてください。
この本の主役は，「石垣」です。

かよ

幼い頃によく通った公園は城跡にあり，私の中で「城」と言えば「石垣」のことでした。
時代劇のドラマで天守のある城を見たときに，とても驚いたのを覚えています。それ以
来，いろんな城の本を読み，城の世界へとはまっていったのですが，石垣に特化した本は，
実はあまり多くありません。
この本では，代表的な石垣の城や，その見方などを紹介してあります。一口に石垣と
言ってもいろんな種類があり，例えば石川県にある金沢城は，作られた時代によって異
なる，多様な石垣を見ることができます。無骨な印象を与える初期の石垣から，より美
しく見えるように芸術作品として洗練された石垣の登場，そして華美ではなく実質的
な石垣を目指して作られた時代へ…。その時代ごとに，石垣に対する人びとの思いがあ
り，なんだかロマンを感じます。
城の防御力を強化するために築かれた石垣ですが，権力の象徴としての効果も持ち
合わせており，さまざまな工夫が加えられました。先に紹介した金沢城の，芸術作品と
して洗練された石垣もそのひとつで，石の形や色を意図的に変えて組み合わせてあり
ます。
かがみいし

また，通常の石材より飛びぬけて大きい巨石「鏡石」をはめ込んだ石垣も，全国的に
見られます。なかでも，大阪城の桜門にある鏡石は最大級の大きさを誇ります。どうや
って運んできたのか，想像するだけでわくわくしてきませんか？
ぜひ，この本を片手に，奥深い石垣の世界へ思いを馳せてみてください。
（U）

京図ものがたり vol.53
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この図書館に待ち受けるミッションをクリアしなければ，
先へは進めない。

“下京図書館マスター ”を目指せ！
仲間たちの協力を得て，

魔法使
い
シ
モ
ッ
サ
︵レベ
ル２︶

MISSION 1：
下京図書館の基本情報を
ゲットせよ！

“マスター ”になりたけ
れ ば，ま ず 基 本 情 報 は
外せないわよ！

下京図書館は，元修徳小
学校の跡地に建つ複合施設
の４階にあります。同じ建物
内の修徳特別養護老人ホー
ムや修徳児童館への出張絵
本 読 み 聞 か せ，図 書 館 ロ
ビーでの作品展示を行って
います。

ゴブリ
ン隊
シモゴ 長
ブ
ゴ
ブ
︵レベ
ル５︶

MISSION ３：
下京図書館と地域の
繋がりについて調査せよ！
最高難度の
ミッションだぞ！
心してかかれ！

MISSION ２：
下京図書館が行っている
イベントを調査せよ！

これを知っておかない
と，“マスター ”の名が聞
いてあきれるわ！

地元の夏祭り
「サマーナイト
in修徳」
では，毎年紙芝居を担
当，子どもたちに 楽しんでも
らっています。また，下京区の
小・中学校へは年３回，図書館
だよりを作成，配布しています。
今年度は新たに，池坊短期
大学生とのコラボイベント
「絵
本toあそぼ」
の開催や，下京警
察署作成の
「疫病事故退散し
おり」
の配布を行いました。

そして
ついに…

「疫病事故退散しおり」

ミ

ッ

シ

ョ

ン

完

了

やったぞ！ミッション達成だ！
協力してくれたみんな，ありがとう！

勇者・シモタロウよ…おめでとう！
ミッション完了だ！これからは，
“下京図書館マスター ”として下京
図書館の魅力を存分にPRしてくれ
たまえ！

下京図書館は，2021年に移転２０周年を迎えます！

京都市下京図書館

京図ものがたり vol.53

「絵本toあそぼ」

〒600-8449 京都市下京区新町通松原下る富永町110-1
TEL 075-351-8196 ／ FAX 075-361-8566
市バス
「五条西洞院」，地下鉄「五条」下車

シモギ
ョ
ー
シモー 王国・国王
ギ
ョ
１
世
︵レベ
ル？︶

ウ
モタロ
勇者 シ レベル ︶
︵最高
10

図書館ロビーの作品展示

女騎士
シモー
ヌ
︵レベ
ル３︶

第２木曜日に，南保育所の先生と図書館職員による絵
本の読み聞かせや手遊びをする
「あかちゃん絵本の会」，
第４土曜日に，子どもたち
を対象にした絵本の読み
聞かせなどを行う
「おたの
しみ会」
を実施しています。
２か月に１回ある，英語で
京都案内
「英語でおもてな
し」
という大人向けの講座
「英語でおもてなし」 も大人気！
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勇者
シモタ
ロ
ウ
︵
レベル
１︶

…勇者シモタロウが辿り着いたのは，
下京図書館。

図書館の
特色紹介

こぼれ話

レファレンス

～あなたの知りたいにおこたえします！～

レファレンスとは，
みなさんからの質問 ･ 相談を受けて，
調べものに必要な資料を探すお手伝いを
することです。このコーナーでは，
京都市図書館の調べものを担当する右京中央図書館の司書が
レファレンスについてのエピソードを紹介します。
レファレンスは，
各図書館のカウンター窓口 ･ 電話 ･ 郵便で受け付けています。京都に関することな
らホームページでも受け付けていますので，
お気軽にご相談ください。

土壁に入った線の意味
「御所をね，
こないだ散歩してたらね

続けて，
書名や目次から見つけたキー

「ありがとう。他のお寺の壁にも線が

…」女性がレファレンスデスクへお越し

ワード
“土壁”
“筋塀”
でも検索してみま

入っているんやね。今度見に行ってみ

になりました。お調べするのは建物に

したが，
他に役立ちそうな本を見つけら

るわ」と楽しそうにおっしゃいました。外

ついてかな，
植物についてかなと思い

れず，
調査が行き詰まってしまいました。

出先でのふとした疑問を図書館で調べ，

巡らせていると「御所の壁に横線が入っ

ご紹介が１冊では足りないかな…と

てるのが気になったんやけど，
何か意

焦りましたが，
こういう時は国立国会図

味があるんかなぁ」とおっしゃいます。

書館が全国の図書館等と協同で構築

そう言われてみれば線が入っている

している，
調べ物のためのウェブサイト

なと思いつつ，
まずは建築関係の郷土

［レファレンス協同データベース］
（通称：

資料を見てみることにしました。
『京都

レファ協）の出番です。レファ協で
“筋

土壁案内』の目次には
“京都御所

塀”
と検索すると「寺院の塀に描かれ

筋塀”
とあり，
内容を確認すると
“御所や

ている白い横線について知りたい。」と

門跡寺院など天皇家とつながりある格

いう事例が見つかり，
この事例を参考に

すじべい

五線が最上”
“大徳寺高
，
桐院など，
ごく

ドや参考文献を見つけることができま

まれに例外もある”
と書かれていました。

した。雑誌『今月の寺』には
“五本の

「土壁もいろいろあるんやね」と興味
を持たれた様子です。

ンスでした。
【参考文献】
●『京都土壁案内』
塚本 由晴／写真
森田 一弥／案内
学芸出版社 2012

ついじ

や
“築 地”
式の高い建物にだけ認められるもので， “垣”
といった新たなキーワー
こうとういん

笑顔で帰られたことがうれしいレファレ

筋の入った築地塀をもつ大内山仁和
寺”
という項目があり，
築地塀や寺の歴

●『 今月の寺 １９８３年１１月号 』三才ブックス
1983
●『朝日新聞 ２００１年１月１３日』朝刊３０面“西本
願寺と堀川通 駒敏郎（タイムアングル）／京都”
※オンラインデータベース
［聞蔵Ⅱビジュアル］
を
京都市図書館（こどもみらい館，
深草，
移動図書
館を除く）
でご覧いただけます。

史についての解説もあります。さらに朝

●『垣根』額田 巌／著

日新聞のオンラインデータベース
［聞蔵

●『国史大辞典 ３』国史大辞典編集委員会／編
吉川弘文館 1983

Ⅱビジュアル］からは，
西本願寺も五線

法政大学出版局 1984

の筋塀であることがわかりご紹介すると，

右京中央図書館：地下鉄「太秦天神川駅」，市バス「太秦天神川駅前」，京福電車「嵐電天神川駅」 下車すぐ
京図ものがたり vol.53
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「ワニとハブとひょうたん池で」
『まゆみのマーチ』
より 重松 清／著 (新潮社)

「読んでほしい！for Teens」
京都市図書館では，
ティーンズのみなさんのために本を集
めたコーナーや，
「ティーンズレター（図書館だより）」を作って，
読書の楽しさをお伝えしています。
今回は，
図書館職員が「ぜひ読んでほしい！」と思う本をご
紹介。ワニや猫，
クマのぬいぐるみに自分の姿を重ねつつ，
美
しくおしゃれな物事にふれて，
自分らしく“人生”を楽しむ方
法を探してみませんか。
あまのじゃく

おうじ

「いじめ」それは陰湿で卑劣な行い。しかも何の前触
れもなく始まるから恐ろしい。
「今日からハブ（のけ者）だから」と言われターゲット
になった主人公。日に日にエスカレートするいじめ。周
囲からの圧力。近所のひょうたん池に生息するかもと
言われ嫌われているワニと，自分を重ねてしまう。
果てしなく続くように思われたいじめ。突然，無意味
な理由でターゲットが変わったのだが…。
主人公の信念に心を動かされます。
（N）

『猫語の教科書』

『天邪鬼な皇子と唐の黒猫』
渡辺 仙州／作 (ポプラ社)

ポール・ギャリコ／著，灰島 かり／訳 (筑摩書房)

主人公は唐の時代の中国・蘇州に住む黒猫。ボス猫
だった彼ですが，商人に捕まり, 日本に送られてしまい
こうこう
さだみ
う だ
ます。そして光孝天皇の第七皇子定省（後の宇多天皇）
に飼われることに。定省は「猫なんて好きじゃない」
と言いますが…。

ある日，出版社に暗号のような文章で書かれた原稿
が届きました。ポール・ギャリコが解読してみると，そ
れは猫による猫のための，人間のしつけ方が書かれて
いた『猫語の教科書』だったのです。
本作には，快適な生活のためにいかに人間を猫に夢
中にさせるか，その方法がくわしく書かれています。も
し猫がこんなことを考えていたら？いやいや，猫だけじゃ
なくて他の動物だってもしかしたら？と想像が膨らむ
一冊です。
（O）

かんぴょうぎょき

実は，宇多天皇の日記『寛 平御記』を元にした物語。
猫同士の抗争と共に渦巻く，宮中の陰謀にも目が離せません。
黒猫と一緒に，平安時代の世界に飛び込んでみてく
ださい。
（A）

『美輪明宏のおしゃれ大図鑑』

（角川文庫）
『クマのプー』
A.A.ミルン／著，森 絵都／訳 (KADOKAWA)

美輪 明宏／著 (集英社)

「クリストファー・ロビンに手を引かれたテディ・ベアが，
ゴン，ゴン，ゴン！——と，頭の後ろを階段に打ちつけな
がら，二階からおりてきます。」
これは，黄色いクマで有名なプーさんの冒頭部分で
す。本を実際に読んでみると，とても面白くて，心が温
かくなります。
森絵都さん訳，村上勉さん絵により2017年に出版
された本書は，過去に読んだことのある人には新鮮で，
初めての人にはわかりやすい一冊になると思います。（M）

洗練された和の美意識とは何？香り，音楽，言葉，色
の「美しさ」とは…？
この本には，色々と大変な毎日を心豊かに過ごしてい
くためのヒントが，カラーページや写真とともに，ふん
だんに散りばめられています。本を開いて眺めるだけ
でも，楽しい気分になれますよ♪
ピアニストであるフジコ・ヘミングさんとの対話も収
録されています。ぜひ一度，手に取ってみてください。
（M）

発行

令和3年1月

編集・発行
（公財）京都市生涯学習振興財団 財団本部総務課企画係
〒604-8401
TEL

京都市中京区聚楽廻松下町9-2

075-802-3145

中央図書館作成のアマビエしおり

● 京都市図書館ホームページ
https://www2.kyotocitylib.jp/
● 携帯サイト
● 公式 Twitter
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http://www.kyotocitylib.jp/i/
@KyotoCityLib

地球環境を守るため，できる限り市バス・地下鉄等をご利用ください。
京図ものがたり vol.53

編◆集◆後◆記

表 紙は、江 戸 時 代 後 期
の瓦版です。肥後国
（現在
の熊 本 県）
の海にアマビエ
と 名 乗 る も のが 現 れ「病
気が 流 行ったら 私 の姿 を
写して広めるように」と言
い、海に帰って 行ったと 書
かれています。
新 型コロナの終 息 を 願
い全 国に広がった「アマビ
エ」は、京都市図書館にも
登場しました。海に帰って
しまった
（展示が終了した）
ものもありますが、どこか
で職員手製のアマビエを見
かけたら、いっしょに疫 病
退散を願っていただけたら
と思います。
（Ｙ）

vol.53

