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朝日新聞／日本経済新聞／東京新聞／産経新聞
5,000部
偶数月第3日曜日
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

コロナ禍に思う震災

年

です。街は息をひそめ、

態宣言が出されてから1年

コロナ禍で最初の緊急事

誘導された。理由は知らさ

た時、「近くのトンネルに

ました。避難所に逃げてい

の被災者も後に語ってくれ

山浦 正敬

人々は内にこもってきまし
れなかった」。その日に原

朝日新聞さいたま総局長

た。ようやくワクチン接種
発が爆発しました。
情報不足で不安は増しま

が本格化します。それでも
このウイルスを制御できる
す。私が約4年前に福島県
沿岸をバスで北上した際
いように車内アナウンスが

さい。

かはわかりません。
先行きの見えない状況は
発事故も同じです。今も暮
流れました。目に見えない

す。この4月

万人でした。フクシマを
どう収束させるか世界が注
視しています。

読して挫折し

も、一部区間で窓を開けな

らしを取り戻せない福島県

放射性物質の恐ろしさの一

製フェンスが立ちはだかり

連のチェルノブイリ原発事
年です。強制移住

26

万6千人で、疎開は

35

ときに一度購

年前の東日本大震災と原

沿岸の原発被災地を確かめ

年。津波被災

端を実感しました。
震災から

たいと車を走らせました。
2月に発生した最大震度6

した。一方、原発事故に伴

地の復興工事はほぼ終えま

まるで出口の無い迷路で

う帰還困難区域は今も東京
区のほぼ半分の面積で

ます。「許可証」が必要だ

故から

日で、旧ソ

と看板が示します。人の気

から脇道に外れると、金属

す。自由に往来できる国道

強の余震の前のことです。

10

が約

が奥に見えます。
原発事故で当時、日本中
が震えました。北に200
㌔以上離れた岩手県釡石市

11

お試し読みもできます。お気軽にお問い合わせくだ

「低学年の

10

配がまったくしない商店街

23

40

学年が上がると、以前は読めなかった記事がすらす

うか。

10

入学・進級は新聞に親しむ好機

入学や進級の季節です。保護者もお子さんも、新し

たけれど、もう一回読ませてみたい」という保護者も

いことを始める意欲に満ちていると思います。これを

いらっしゃると思います。実は、そのように一度やめ

機に、朝日小学生新聞を読んでみるのはいかがでしょ

て再開するご家庭も多いのです。

朝日小学生新聞は、ひらがなや写真を多く使った記

らと読めることに気がつくと思います。新聞が毎日届

事から、少し難しいニュース解説まで、幅広い難易度

くという体験を一度しておけば、再開時には、すぐに

の記事を掲載

新聞を読むことが習慣化されます。ぜひ、再開もご検

していますの

討ください。

で、1〜6年生

朝日小学生新聞は、毎日新しい情報をお届けしてい

の児童に読ん

ますので、いつからでも読むことができます。漫画や

でいただけま

小説などの連載もありますが、途中から読み始めても

す。

楽しめるように工夫しています。

「基本動詞＋副詞／前置詞」から成り、ひとつの動詞のよ
うに機能する
「句動詞」
を学んで、
表現の幅を広げましょう。
カッコに入る適語を a ~ d の四つの中から選んでください。
（ 朝日ウイークリー 2020年4月5日発行号 №2411から ）

（2 ）
（熱などを）
発する

（1 ）
（秘密などを）
ばらす
“Have you already seen that blockbuster
horror movie?” / “No, not yet. So, donʼt
give (
) the ending.”
「あの大ヒット中のホラー映画は見た？」／「いいえ、ま
だなの。だから、結末をばらすのはやめてよ」

a. over
c. away

（3）ただであげる

Why donʼt you get some LED bulbs for
your living room? They are more energy
eﬃcient and give (
) much less heat
than incandescent ones.
リビングルームを LED 照明にしたら？ 白熱電球に比
べてエネルギー効率もいいし、熱も出さないよ。

「この古いソファは引っ越し前に処分しないとね」／「そ
の通りだね。一銭にもならないよ。ただであげちゃおう
よ」

b. down
d. oﬀ

a. inside
c. in

b. under
d. in

“We should get rid of this old sofa before
moving to a new apartment.” / “I couldnʼt
agree more. It isnʼt worth a penny. Letʼs
give it (
).”

a. away
c. down

り言」「我が行く末」「忘れられ」「老

いの春」「独り居」などのフレーズが毎

回、登場する。いまさら嘆いてどうする、

現実を直視せよと鼓舞してみるが、どう

もこの自虐傾向？は自分にも及んでいる。

小学校低学年から読める、最初に読みたい歴史漫画として好評の「歴
史漫画タイムワープ」シリーズに新展開。今回のテーマは「謎解き」です。
スポーツ大好き活発少年、裏の顔は時空を飛び越える「タライムマシン」であらゆる
歴史上の人物の依頼にこたえる「歴史探偵K」。普段は犬の姿、真の姿は人間体、体を
自由自在に組み換えられる謎の相棒「Q」とともに、今回は「金と銀」にまつわる歴史
ミステリーに挑戦します。
邪馬台国の失われた金印はどこにある？ 世界を制覇した「石見銀山」で子どもが消
えた？ 平安末期に栄えた「東北の黄金王国」に潜入など、推理ありアクションあり学
習要素も豊富、読めば歴史が好きになる一冊。

「家を出で行くあてもなし日向ぼこ」、

定価１320円（税込み）

「おぼつかぬ足に合わせる冬の犬」など

従前からの仕事である独身寮管理人、ボ

消えた邪馬台国の金印を追え！

元気の出る
「俳句」

は２月の拙句。

暇つぶし、と言うわけ。インターネット

ランティア、行政からのアルバイト、加

歴史探偵Kのタイムワープ

解答はP7
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もっとも、句とは裏腹に私の日常は、

句会で、登録さえすれば誰でも参加でき

えて今回の句会参加とそれなりに忙しい。

歴史漫画タイムワープシリーズ

昨年 月から俳句を始めた。定年後の

る（多少、経費はかかるのだが）。登録

老いをネタに、大向こう受けを狙ってい

るわけではないが、それでもサラリーマ

ン時代にあった、あの追い立てられるよ

うな日々からはほど遠い。むりやり予定

を組み込んで、余計な思いにとらわれな

いようにする。それが定年後の処世であ

者は約100人、常連は15人ほどであ

ろうか。

で、投句したらいきなり「特選」に選

ばれた。

「達郎を聴いているイブ独り酒」
ろうか。

これからはもっと明るい句を作ろう。

ながき世を持てあましても何も出てはこ

これが昨年 月の、特選句となった。

クリスマスイブといえばおなじみ山下達

ない。

「明日葉にしぶとく生きよの教えあり」

「南南西あしたの予報は雨のち春」

「春うらら日差しを遮るものはなし」

こんな句を「春」３月以降、投稿して

いる。気分だけは、明るくしたいのであ

る。

というわけで拙句ばかりを書き連ねた。

郎のこの一曲。若い頃なら楽しみであっ

た季節も老いては独り、酒をふくんで回

想にふける。そんな意味を込めた。

望外の光栄に思わず「ビギナーズラッ

ク」と謙遜してはみせたが、心の中では

「ヒヒヒ」とほくそ笑んでいる。相変わ

らずの、いやな性格である。

以来、毎月投稿している。成績はまず

まずで、俳句仲間からは「久々の、期待

の星」とおだてられた。

とんだお目汚しでした。最期は元気の出

る秀句を披露しておきたい。昨年もこの

それはともかく、投稿の多くに老後の

悲哀を詠う句が混じるのは、参加者が高

ラムで紹介した。

「春風や闘志いだきて丘に立つ」

（高浜虚子）

齢ということに関連するのであろう。一

人の部屋で、コンビニで買ってきたレト

ルト食品を温める、といった風景。「独

12

b. outside
d. under

（税込）

朝日新書

陰謀の日本近現代史
保阪正康／著
定価９７９円（税込み）

歴史には知られざる裏があ
る。昭和16年秋、対米開戦を
決定づけた御前会議直前の
「空白の一日」とは。近現代史
研究の第一人者が長年の取
材によって戦争と大事件の
「闇」を照らす。

週刊朝日ムック

手術数でわかるいい病院
2021
定価９９０円（税込み）

自分や親が病気になった時
に役立つ「いい病院」シリーズ
最新刊。がん、脳疾患、心臓病
など、計31種類の手術・治療
数ランキングを掲載。治療選
択のポイントを専門医が
チャートでわかりやすく解説。

