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「偶然の家族」
最近、BBC のネットニュースで「地下鉄で赤ちゃんを見つけた同性カップルと男の子の物語」という記事に目が
留まった。
『２１年前のこと、ニューヨークの地下鉄構内を急いでいたダニーさんは、置き去りにされた生後間もない赤ちゃん
を見つけ警察に届けた。すると後日家庭裁判所から呼び出しがあり、裁判官に「この子の養親になりませんか」と
いきなり提案された。「そんなことができるのだろうか」とはじめは困惑したものの、同居人のピートさんと話し合っ
てその子を引き取った。ケビンと名付けられたその子は養親になったふたりをダディとパパと呼んですくすくと育
ち、そして今は両親より逞しい青年になり大学で学んでいる』というようなことが家族の写真とともに伝えられてい
た。
この物語が印象深かったのは、ジェンダーや血の繋がりとは関係なく、お互いにまったく意図しない偶然の出会
いによってひとつの家族が始まったということだった。ケビン君を引き取るとき、ダニーさんたちには庇護者としての
責任感と強い覚悟があっただろうと想像できる。
メディアでは最近、“毒親”、“家庭内暴力”、“児童虐待”、“親ガチャ”など、家庭問題におけるネガティブな言
葉が目に付くようになった。しかしいっぽうでは、よりよい生き方を求めて新たな家族像を模索している人たちのこ
とも伝えられるようになっている。血縁でなければ家族ではないというのではなく、LGBT、シングル、里親などのも
とに子供が一緒に暮らすかたちや、夫婦だけや共同体的な大家族など、今後はそうした多様な家族を見守りあえ
る社会であればと思う。
新型コロナ感染症拡大防止のため、マスクの着用、手指の消毒にご協力ください。
発熱、咳等の症状のある方は来館を控えていただくようお願いいたします。
ところで、彼らの物語はピートさん作による絵本「ぼくらのサブウェイ・ベイビー」（日本語版タイトル）となって来
密にならないように配慮はしておりますが、お並び頂くような場合は職員の指示に従ってください。
春発売予定とのこと。
感染状況によりましてはイベント内容の縮小・または中止となる場合もございますので、ご了承下さい。
図書館まつり詳細、開催状況についてはホームページ等でお知らせいたします。
寄稿：グレコ

『台風家族』 市井 点線／著 キノブックス ≪Ｆ イ≫
『かあちゃん』 重松 清／著 講談社 ≪Ｆ シ≫
『正しい愛と理想の息子』 寺地 はるな／著 光文社 ≪Ｆ テ≫
『お父さんと伊藤さん』 中澤 日菜子／著 講談社 ≪Ｆ ナ≫
『ユリゴコロ』 沼田 まほかる／著 双葉社 ≪Ｆ ヌ≫
『家と庭』 畑野 智美／著 KADOKAWA ≪Ｆ ハ≫
『みかづき』 森 絵都／著 集英社 ≪Ｆ モ≫
『パパは今日、運動会』 山本 幸久／著 筑摩書房 ≪Ｆ ヤ≫
『東京タワー』 リリー・フランキー／著 扶桑社 ≪Ｆ リ≫
『つまをめとらば』 青山 文平／著 文藝春秋 ≪Ｆ ア(時代)≫
『夫婦からくり』 中島 要／著 光文社 ≪Ｆ ナ(時代)≫
『夫の骨』 矢樹 純／著 祥伝社 ≪ＢＦ ヤ≫
『ママのための自分時間のススメ』 横森 理香／著 中経出版 ≪Ｂ９１４．６ ヨ≫
『日本人の手紙 第 6 巻』 紀田 順一郎／監修 リブリオ出版 ≪Ｌ２８１ニ ６≫
『ゲゲゲの女房 1』 武良 布枝／[著]

大活字 ≪Ｌ７２６ ミ １≫

『アンナ流親子ゲンカはガチでいけ！』 土屋 アンナ／著 河出書房新社 ≪Ｙ３６７ ツ≫

『白光』 朝井 まかて／著 文藝春秋 ≪Ｆ ア≫

『猫弁と鉄の女』 大山 淳子／著 講談社 ≪Ｆ オ≫
『噂を売る男』 梶 よう子／著 PHP 研究所 ≪Ｆ カ≫
『チンギス紀 11』 北方 謙三／著 集英社 ≪Ｆ キ １１≫
『ロータスコンフィデンシャル』 今野 敏／著 文藝春秋 ≪Ｆ コ≫
『星のように離れて雨のように散った』 島本 理生／著 文藝春秋 ≪Ｆ シ≫
『明日は結婚式』 小路 幸也／著 祥伝社 ≪Ｆ シ≫
『能面検事の奮迅』 中山 七里／著 光文社 ≪Ｆ ナ≫
『紅きゆめみし』 田牧 大和／著 光文社 ≪Ｆ タ(時代)≫
『もういちど』 畠中 恵／著 新潮社 ≪Ｆ ハ(時代)≫
『焼肉で勝負！』 山口 恵以子／著 角川春樹事務所 ≪ＢＦ ヤ １０≫
『小川洋子のつくり方』 小川 洋子／[著]

田畑書店 ≪９１０．２６ オ≫

『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』 佐藤 愛子／著 小学館 ≪９１４．６ サ≫
『Zoom120％活用術』 Zoom ビジネス研究会／著 宝島社 ≪００７ ス≫
『世界の幽霊出現録』 ブライアン・インズ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 ≪１４７ イ≫
『日本全国ねこの御朱印＆お守りめぐり』 地球の歩き方編集室／編集 地球の歩き方 ≪１７５ ニ≫
『逆説の日本史 26』 井沢 元彦／著 小学館 ≪２１０ イ ２６≫
『中の人は駐在さん』 中村 健児／著 翔泳社 ≪３１７ ナ≫
『食べられる草ハンドブック』 森 昭彦／著 自由国民社 ≪４７１ モ≫
『どうかご自愛ください』 ユン ホンギュン／著 ダイヤモンド社 ≪４９３ ユ≫
『無印良品ではじめる新しい習慣』 水谷 妙子／著 扶桑社 ≪５９０ ミ≫
『これから猫を飼う人に伝えたい 11 のこと』 仁尾 智／短歌・文 辰巳出版 ≪６４５ ニ≫
『お菓子の箱だけで作るすごい空箱工作』 はるきる／著 ワニブックス ≪７５４ ハ≫
『ついスマホに頼ってしまう人のための日本語入門』 堀田 あけみ／著 ナカニシヤ出版 ≪８１０ ホ≫
『「本の寺子屋」新時代へ』 「信州しおじり本の寺子屋」研究会／編 東洋出版 ≪Ｎ０１６ホ ２≫
『都会(まち)のトム＆ソーヤ 18』 はやみね かおる／[著]

講談社 ≪Ｙ９１３ ハ １８≫

第２３回南部図書館まつりへのご参加ありがとうございました
規模を縮小しての開催でしたが、多くの方にご参加をいただきました。
また、新型コロナ感染症対策にご協力いただき、ありがとうございます。
南部図書館では今後も感染症対策を行いながら、皆様に親しまれる図書館づくりに
努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
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