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昨年は、心に残る本との出会いはありましたか？
今年も【スタッフとスタッフを繋ぐ】【スタッフと本を繋ぐ】を目標に

Book

本紙を作成してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

日本再興戦略 ／ 落合 陽一

モンテ・クリスト伯 ／ アレクサンドル・デュマ
デイサービス オアシスきずり ／ 介護士

新年明けましておめでとうございます。

村井 亮介

日本では巌窟王として有名なこのモンテクリスト伯。2018年4月から6月まで
テレビドラマでも放 送され、皆さんもご存知かと思います。以前から気になっ
ていた為、今回を機に購入しました。
内容は主 人公であるエドモン・ダンテスが無実
の罪で監獄に送られ 、長い年月を過ごした後、脱
獄して巨万の富を手にし、自らを陥れた者たちに復讐する、というもので
す。
今まで本を読むことがあまりなかったので、最初は読めるか自信があ
りませんでしたが、一度開いてみると読み応えがあり、登場人物の心 理
描写などとても引き込まれ、続きが気になり一気に読んでしまいました。
今回購入したのは岩波少年文庫のダイジェスト版ですが、機会があれ
ば岩波文庫の全7巻も読んでみたいです。

・次回 ⇒ デイサービス オアシスきずり ／ 介護士 井上 真彰

LDK ／ 普遊舎

特養 オアシス寿安 地域連携課 ／ 相談員

加藤 亮太

著者は、デジタル機器を使って物体を浮かせたり、超音波で空中に絵を描くなど
視覚的や触覚的な作品を発表しているメディアアーティストで、他にも筑波大学学
長補佐、会社経営者など様々なシーンで活躍中の人物
です。
内容は、これから日本がどう変わっていくべきかに
ついて書かれており、例えば、どの国よりも先に少子高齢化社会に入る日本は、
労働力不足のためロボットやＡＩを取り入れることに適しており、新しいテクノ
ロジーを導入することで世界をリードできると書かれています。中でも自動車
の自動運転技術は日々進化しており、子どもの頃想像していた未 来が現実味
を帯びるとワクワクします。他にも著者の考える未来が、読みやすい言葉で書
かれており楽しく読み進められます。
この本の通りになるかはわかりませんが、少し先の未来が楽しみになるよ
うな本です。

・次回 ⇒ 特養 オアシス寿安 生活支援課 ／ 介護士 山出 成一

BLUE GAINT SUPREME ／ 石塚 真一

老健 オアシス リハビリテーション科 ／ 作業療法士

松本 由貴

「2018年最高の洗濯洗剤は！？」「クレラップvsサランラップ頂上決戦 2018」
「回転寿司チェーン覆面調査」「世界一得するポイントカードの秘技」
とても気になる内容ばかりだと思いませんか？
この雑誌のすごいところは、商品の宣伝広告が一切
なく、商品の名前をハッキリ挙げて様々な方法で比較・
検証し、値段の高い低いに関係なくランク付けしているところだと思います。
なので自分のニーズに合った商品が一目でわかります。洗濯洗剤では「〇〇は
値段が高いだけで汚れが落ちない」と、点数の低い商品へのコメントはボロ
クソです。
情報量がとても多い雑誌なのでここでは説明しきれませんが、是非一度、
目を通してみてください。買い物に行く前に参考にしたくなりますよ。
ちなみに、私が今使っている洗濯洗剤はアタック！ラップはもちろんクレラ
ップです！

・次回 ⇒ 老健 オアシス リハビリテーション科 ／ 理学療法士 碇 真実

デイサービス オアシス長瀬 ／ 管理者

川邉 啓史

音色を音として伝えられない物語は小説、漫画でもたくさんあります。
今回の一押しは「BLUE GAINT SUPREME（ブルージャイアントシュプリーム）」で
す。シリーズ累計450万部突 破の人気コミック。現在6
巻まで刊行。
主人公の宮本 大（だい）が「世界一のジャズプレイ
ヤーになる」と高校 生から始めたサックス。雨の日も
猛暑の日も毎日毎日サックスを吹く。初めてのステージで客に怒鳴られても、
それでも大はめちゃくちゃに、全力で吹く。1日たりとも欠かすことなく。不器
用に、でも真っ直ぐに生きている主人公の姿にどんどん引き込まれます。
実際には、本作は続編となります。もともと前作「BLUE GAINT」
（全10巻）
で高校から日本を飛び出すまでが描かれています。
他にも「この音とまれ！」「四月は君の嘘」「神童」「ましろのおと」「ピアノ
の森」など、まだまだありますが・・・。
音の無い世界でぜひ、音を感じていただければと思います。

・次回 ⇒ デイサービス オアシス長瀬 ／介護士 田上 真理子

ニッポンの嵐（ポケット版） ／ 嵐
老健 オアシス デイケア・ロング ／ 介護士

謀略の渦 〜有間皇子の生涯〜 ／ 山路 麻芸
永田 真実

この本は嵐のメンバーがニッポンの…というテーマで、1.できるだけ気持ちのまま
に自由な旅をする。2.じっくり空気を感じてくる。3.その土地の人の話をきく。4.旅の
思い出を残すた為に、写真を撮ってくる。5.メンバーへのお土産を買ってくる。という
ルールを決めてレポートしたものをまとめた本です。
それぞれがテーマにそって、自分の五感全てで受
け取ったものを触れ合った人々に発信するというス
タイルで話は展開します。社会人になって読み返して特に興味を持ったのは、
相葉雅紀の福祉、介護のところです。相葉雅紀が直接配食サービスの現場
に同行したり、障がい者の作業 所に訪れ様々な方と関わったりする場面で
自分と重なる部分がありました。日々私たちの介護現場で起きている事が、
嵐のメンバーにとっては新鮮であったり驚きであることが興味深かった。日
本はとても美しく、日本人はとても優しいというニッポンの素晴らしい所を
再発見することができる本です。

グループホーム オアシス平野 ／ 介護士

この小説は既に絶版となっているのですが万葉小説の鬼才といわれた山路先生の代
表作でもあります。
19歳の若さで中大兄皇子（後の天智天皇）から謀反
という無実の罪で死刑の判決を言い渡され、弁明も抵
抗もすることなく「全ては天と蘇我赤兄（そがのあかえ）
のみが知っている」という行を読んだ時は何て恐れを知
らず且つ冷戦のような勇敢な気持ちで戦った方なんだろ
うと涙しました。
中には本当は謀反を起こしたのではないの？と思われる方もおられるかも知れ
ませんが、近年の研究や近畿大学名誉教授で万葉研究家でもある村瀬憲夫先
生が謀反を決行する力を持った皇子ではないと論文を出されています。
私は謀反の有無を別として、時には和歌を作り、時には地元の民と語り合い、
また時には弱きを助け強きをくじく有間皇子の人間性に共感し、小説を読み終え
た後から自分が尊敬すべき方として、また介護職で最も必要な「弱きを助け」を
勝手ながら有間皇子から学んだように思えたので紹介させていただきます。
ただ残念ながら絶版となっているものの大阪府立図書館や大阪市の各区の図
書館には在庫がありますので是非読んでみてはいかがでしょうか？

・次回 ⇒ グループホーム オアシス平野 ／ 介護士 美浪 麻里子

・次回 ⇒ 老健 オアシス デイケア・ロング ／ 科長 雲井 智子

いいから

いいから2 ／ 長谷川 義史

ヘルパーステーション オアシスながよし ／ サービス提供責任者 松田 晶子

オ ア シ ス 文 庫 recommend

私は、平成20年〜25年まで、ボランティアで小学校の子どもたちに絵本の読
み聞かせをしていました。大 型 絵 本や 紙 芝 居、色々読 みましたが、その中で
「いいから いいから2」の絵本が子どもたちに
人気があり、何度も読ませてもらった思い出の
ある絵本です。
作者の長谷川義史さんは、大阪出身の方で作品の多くが大阪弁で、
きっと子どもたちにはとても親しみやすかったのでしょう。私自身は
子どもの頃を思い出させてくれる、昭和の時代のどこにでもある家庭
のなかで広がる、奇想天外なお話です。
小さなお子様がいらっしゃる方、是非お子様に読んでみて下さい。

蔵書ご案内
蜜蜂と遠雷 ／ 恩田陸

・次回 ⇒ 介護支援センター オアシスながよし ／ ケアマネジャー 八尾 和哉

編集後記

丹野 敏博

奇しくも、デイサービス オアシス長瀬の川邉さんが音楽を題材にした
コミックを紹介して下さいましたが、オアシス文庫からも直木賞・本屋
大賞を受賞した、ピアノコンクールに挑戦するコンテスタント４名に焦
点をあてた本書をご紹介します。
「音楽を、コンテスタントが奏でる旋律を、感情や背景すべてを投影
した力強さや穏やかさを、文字で伝えることがで
きるのか。」
半信半疑でページをめくりましたが、面白さに
一気に読み切りました。どの演者の心情も奏でる
音も臨場感を伴って伝わり、読み終わった時は、
とても美しいピアノ曲を聴いたあとのような小さ
なため息がこぼれました。昨年読んだ中では私に
とっても第１位の本です。案外読みやすい大きさの
文字なので、本の分厚さにひかず、是非手にとって
みて下さい(^^)

老 健入り口の書棚「オアシス文 庫」から貸し出しできます▶

私には子供が二人います（もう、大人ですが）。

今になると、もっと真剣に本を選んであげれば良かったな、と思います。幼児向きの可愛い絵本に限

長女は幼い頃から本好きで、字を覚える前も後も、就寝前の絵本タイム

らず、冒険ものやＳＦ、図鑑など、色々試してみれば良かったな、と。

には「これを読んで！次はあれを読んで！」とせがまれ、
「もう、眠らせて

好きな本との出会いは一生ものです。

くれー！」。反して、長男は「読んであげようか？」と誘っても、
「いらない！」と答える始末で、
「こりゃ楽

次は皆さんの好きな本、楽しみ方を Oasis meets Books でご紹

だ。」と密かに喜んでいました。長男は大人になった今もあまり読書の習慣はないようです。

介ください。
（豊永）

教育委員会

