2020

10

月号

わくわくだより

№133

ASA八王子東

＠870fkcsc

LINEはじめました
友だち募集中です！
右のQRコードか
ID検索より友だち
追加してください

八王子東

➡

本誌折込紙 ： 朝日新聞／日本経済新聞／
東京新聞／産経新聞
発 行 部 数 ： 5,000部
発 行 日 ： 偶数月第3日曜日
発行エリア ： 暁町／石川町／宇津木町／
大谷町／大和田町／尾崎町／
久保山町／小宮町／左入町／
平町／滝山町（1）／高倉町／
中野上町（1）／富士見町／
丸山町
本誌掲載内容の転載・転用は禁止です

動物愛護の思いに打たれて

新聞を予測しました。そこ

任者が今夏、「

年後」の

ク・タイムズの最高経営責

米新聞大手ニューヨー

営して

院を経

動物病

は妻と

男性

朝日新聞東京本社社

に紙はもうありません。

刷していた時代を知る記者

せん。鉛の活字で新聞を印

で、日本も例外ではありま

デジタル化の流れは急速

のは、多くの子供に動物の

に見ています。絵本にした

せんが、動物の生死を間近

います。獣医師ではありま

公開してもいい」

「インターネットで全文

いからです。

命について考えてもらいた

年目で初

は社内でも少数派です。
そんな記者歴
めて出稿した先が、自社で
運営するペット愛好家向け

処分をテーマに絵本を出版

みの電話でした。「犬の殺

きっかけは一本の売り込

イト「sippo」でし

が、ペット愛好家向けのサ

果、同僚に紹介されたの

社内で発信手段を探した結

熱意にうたれ、引き続き

したので話を聞いて欲し
た。

の情報サイトです。

い」。そのまま訪ねてきた

トへの熱い思いは一貫して

に昔話に脱線。だが、ペッ

記者が同郷と分かると時

た。だが2年後、親の転勤

む一軒家で、犬を飼いまし

いえ、物心ついて初めて住

年前のことです。借家とは

ふと思い出したのは約

います。参考に渡された絵

でペット禁止の集合住宅に

のは同世代の男性です。

本「ねえ、だれかおしえ

逆戻りです。それでも、短
日は、動

て」（愛育出版）は、難し

〜
物愛護週間です。

毎年9月

いけれど濃い時間でした。

40

いテーマを真正面から取り
上げた物語でした。共感し
て記事にしました。

20

26

を出し、読者からの投稿を受けつけています。時事
朝日小学生新聞には身近な話題や写真、イラスト、
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皆さんの投稿をお待ちしています
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ノミネートされるも最後は市川崑が引き
取った。
聖火リレーは、沖縄の「ひめゆりの
ふかん
塔」から広島の「原爆ドーム」を俯瞰し、
そのドームの、破壊された壁に巣くった
２羽の鳩がランナーを見おろすシーンで
この映画が単なるスポーツ記録映画では
ないことを明確に物語る。
「太陽の光はあらゆる生き物の生命の
源というか、人間にとって一番の光です
し、平和と平等のシンボルです」
と市川崑は、生前のインタビューで語っ
ている。
完成披露試写会後、当時の五輪担当大
臣・河野一郎が「記録性を無視したひど
い映画」と酷評し、文部大臣・愛知揆一
も同調、修整を求めたのは有名な話で、
これに対し女優の高峰秀子らが反論、そ
の平和メッセージ性を巡って論議を巻き
起こした。
ただ映画が封切られると12億円超の
配給収入を稼ぎ、観客は一般750万人、
学校動員1600万人（そのうちの一人
が私であったわけだが）の2350万人
を記録した。
映画の締めくくりもまた太陽がフォー
カスされる。字幕スーパーが流れる。
「夜、聖火は太陽に帰った。人類は４
年ごとに夢を見る。この創られた平和を
夢で終わらせていいのであろうか？」
膨大な数の望遠レンズを投入。選手の
一挙手一投足を追い、その内面にこだ
わったこの作品は「平和と友情」を描く
壮大な抒情詩、無類の五輪映画となった。
その「夢」は来年、実現されるのであ
ろうか。パンデミックの最中。人類の
「平和」、日常が担保されていれば、の
話である。

科学漫画サバイバルシリーズ

人体のサバイバル全３巻

の答え

定価各１３２０円（税込み）

累計980万部突破の大人気
サバイバルシリーズの映画版
「人体のサバイバル！ 」（7月31
日公開）の原作本。探査機が故
障して極小サイズに。主人公た
ちはなんと友達の体内へ入って
しまう。内臓の構造や機能の解
説など知識が身につく。

「夢」の裏付け
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１９６４年（昭 ） 月 日、東京五
輪が開幕した。
当時小学校５年生であった。開幕日が
近づくと、父親があたふたと商店街の、
さら
質屋の店先で西日に晒されていたモノク
ロ（白黒）テレビを買ってきた。
年にはカラーテレビ放送が開始、普
及し始めていたから、シャープ製 ㌅の、
か細い４本足に支えられたそれはいかに
も旧式で、ウサギの耳のようなアルミ製
室内アンテナは軽薄で、画面は気まぐれ
に歪んでその度に茶の間は動揺した。わ
が家にテレビがやってきたのは町内でも
しんがりで、裕福な一部家庭はカラーで、
五輪を観戦したはずである。
大会終了後、小学生たちはこぞって街
場の映画館へ引率された。社会見学とい
う名目で映画「東京オリンピック」を観
るためだった。
小学校５年生で確たる記憶があるわけ
ではないが、のっけの、巨大な「太陽」
のアップシーンには度肝を抜かれた。そ
の「太陽」は工事現場の鉄球と重なり、
さらに古ビルを破壊してゆく。五輪を契
機に新しい東京、日本再建を意図したと
は大人になってからの知識で、その頃は
ただあんぐり口を開けて眺めていた。
この映画の総監督は市川崑であった。
当初は黒沢明が担う予定だったが折り合
わず、今井正、今村昌平、新藤兼人らが
60

出題・青嶋未来六段

3三銀 同玉 4二銀 同
金 4四銀 同玉 3五金 3三玉
5五角まで。2手目 1一玉は 2
一金 同金 同馬以下早詰め。3手
目 4四銀は 同玉 3五銀 3三
玉で逃れ。4手目 2二玉は 3一銀
不成 3三玉 4二銀打 4四玉 3
五金まで同手数駒余り。
解答

2二飛成 同玉 2四飛
2三飛 1二金 3二玉 4三金 同
飛 2二飛成まで。初手 3四金は
1四玉で不詰め。2手目 1四玉は
1六飛 同と 2五金 同角 2
四金 1五玉 2五金まで同手数駒
余り。4手目 2三歩は 1二金 3
二玉 4三金で早詰め。
解答

朝日新 聞 社は将 棋 名 人 戦と朝日杯 将 棋オープン戦を主 催しています

ジョン・ボルトン回顧録
トランプ大統領との453日
定価２９７０円（税込み）

全米発売1週間で78万部突破。
世界を騒然とさせた前大統領補
佐官による暴露本。メモ魔として
知られるボルトン氏がトランプ大
統領のホワイトハウス内、外交交
渉での言動、日米外交の裏側を
詳細に語ります。

「お金の超基本」実践編

超家計簿 ２０２１
定価６６０円（税込み）

31万部超の大人気作「節約・
貯蓄・投資の前に 今さら聞けな
いお金の超基本」の実践編。同書
でも支持された「ライフプラン」を
自分の家計に合わせて組み立て
られます。

