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移動図書館からのお知らせ

５

コース 『長沼支所』 の巡回を再開します。

４月より、台風１９号災害のため休止していた長沼支所への巡回を再開いたします。

● 時間 １１：３０～１１：５５まで
それに伴い『アメリカンドラッグ柳原店』・『県営柳原団地』の巡回時間が変更になりますので、ご注意ください。
※ 移動図書館車の駐車場所など、詳しくは移動図書館（南部図書館）までお問合せください。

【貸本と明朗小説】
私が生まれる以前のことなので経験はないのだが、戦後に貸本屋というのが各地にあって、多くの人に利用され
たそうだ。いわば有料の図書館だ。貸本の漫画なら水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズが人気だったらしい。
漫画や雑誌の利用者が多いのは想像がつくが、意外と小説でも貸本は人気があったという。昭和 30 年代が貸本
ブームで、貸本のための通俗的な大衆小説が多く出版されたという。当時の貸本で人気のあった分野に「明朗小
説」があった。ユーモア小説のことである。
やがて貸本屋ブームは終わり、店舗はなくなったけれど、明朗小説は文庫化されて残り続けた。春陽文庫という安
い文庫があって、昭和 40 年代なら 100 円で買えた。軽い内容だし安かったので、私は学生時代に古本屋を巡っ
てたくさん集め、今でも本棚に並んでいる。そのなかから主な作家を紹介しよう。
城戸禮の多くの作品は、毎回竜崎三四郎という若者を主人公にして、大学生だったり会社員だったり刑事だったり
という設定で、町の悪者を相手に痛快にやっつけるという明るい活劇小説をいくつも書き、赤木圭一郎主演の映画
化もされた。
若山三郎は『お嬢さんの恋愛修行』とか『天国は青春にあり』といったタイトルで、おてんばな女性と純粋で成功
を夢見る若者が社会で奮闘するサラリーマン明朗小説を書いた。
少し古い年代だと劇作家の中野実が戦後間もないころから明朗小説を書いていた。そこでは若い男女が中心で
複雑に入り乱れてもめるけど、最後はうまくハッピーエンドに納まるという、今でいう「ラブコメ」だ。『ジャンケン娘』
は美空ひばりの主演映画になった。
今振り返ってみると、これらは高尚な文学ではなく、とにかく気軽に読んで楽しい時間を過ごしてスッキリしてそれ
だけでいいのだ。そういう大衆小説が昔はたくさんあって、読書もテレビや映画のような一つの娯楽だった時代があ
ったんだと感じる。
現在、書店ではライトノベルというジャンルの本が書棚の一角を占めている。これらも実は昔の大衆小説と同じよう
なものかもしれない。
参考文献
末永昭二 『貸本小説』 アスペクト 2001 ≪910.26 ス≫

寄稿：ひよこ豆

『本が好き』 安野 光雅／著 山川出版社 ≪０１９ア≫
『ナチスから図書館を守った人たち』 デイヴィッド・E.フィッシュマン／著 原書房 ≪２３８フ≫
『広辞苑はなぜ生まれたか』 新村 恭／著 世界思想社 ≪２８９．１シ≫
『オバマの本棚』 松本 道弘／著 世界文化社 ≪２８９．３オ≫
『イギリスのかわいい本』 くりくり編集室／編 二見書房 ≪２９３イ≫
『赤ちゃんにどんな絵本を読もうかな』 徳永 満理／著 かもがわ出版 ≪３７６ト≫
『子どもを本好きにする 10 の秘訣』 高濱 正伸／著 実務教育出版 ≪３７９タ≫
『箱庭図書館』 乙一／著 集英社 ≪Ｆオ≫

４月のテーマ
「本」

『本物の読書家』 乗代 雄介／著 講談社 ≪Ｆノ≫
『神さまのいる書店』 三萩 せんや／著 KADOKAWA ≪Ｆミ≫
『本屋さんのダイアナ』 柚木 麻子／著 新潮社 ≪Ｆユ≫
『本の縁側』 矢萩 多聞／著・装丁・レイアウト 春風社 ≪Ｂ０２２ヤ≫

『答えは本の中に隠れている』 岩波ジュニア新書編集部／編 岩波書店 ≪Ｙ０１９コ≫
『青春の本棚』 高見 京子／編著 全国学校図書館協議会 ≪Ｙ０１９タ≫

『ざんねんな日本史』 本郷 和人／著 宝島社 ≪２８１ホ≫
『これならできる、こどもキッチン』 石井 由紀子／著 太郎次郎社エディタス ≪３７９イ≫
『イラストでわかるお江戸ファッション図鑑』 撫子 凛／著 マール社 ≪３８３ナ≫
『地図づくりの現在形』 宇根 寛／著 講談社 ≪４４８ウ≫
『たたかう免疫』 NHK スペシャル取材班／著 講談社 ≪４９１タ≫
『ドキュメント「はやぶさ 2」の大冒険』 NHK 小惑星リュウグウ着陸取材班／著 講談社 ≪５３８ト≫
『ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り』 真藤 舞衣子／著 立東舎 ≪５８８シ≫
『服のはなし』 行司 千絵／著 岩波書店 ≪５９３キ≫
『野菜の恩返し』 平野 レミ／著 主婦の友社 ≪５９６ヒ≫
『噺家の女房が語る落語案内帖』 櫻庭 由紀子／著 笠間書院 ≪７７９サ≫
『いとまの雪 上・下巻』 伊集院 静／著 KADOKAWA ≪F イ≫
『天を測る』 今野 敏／著 講談社 ≪Ｆコ≫

新刊案内

『野良犬の値段』 百田 尚樹／著 幻冬舎 ≪Ｆヒ≫
『当確師 十二歳の革命』 真山 仁／著 中央公論新社 ≪Ｆマ≫
『十津川警部雪と戦う』 西村 京太郎／著 中央公論新社 ≪Ｆニ≫
『炎と血 １・２』 ジョージ・R.R.マーティン／著 早川書房 ≪９３３マ≫
『いざ!登る信濃の山城』 中嶋 豊／著 信濃毎日新聞社 ≪Ｎ５２１ナ≫

開館時間１０：００～１８：００

は休館日です。
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