﹁ふふふ﹂

ンダム﹂シリーズです︒小

と言えば︑﹁ファーストガ

って︑﹁機動戦士ガンダム﹂

なぜ︑ジオン軍と連邦軍の

ように開発されたのか？

もモビルスーツとは︑どの

になるまでの経緯︒そもそ

い立ちから︑﹁赤い彗星﹂

ブルになったのか？その生

今の視点から読むと︑主人

下でした︒気がつけば︑主

きは︑主人公の少年より年

もう﹁読むしかない﹂︒そ

りも年上になっていました︒ ﹁ふふふ﹂な表情︒これは

人公やその周囲の大人達よ

う思って本を手に取り︑レ

返りネコ︒このイラストも

す︒そして︑この表紙の見

なった文庫が笑ってるんで

ふ﹂です︒本屋で平積みに

付けになりました︒﹁ふふ

まず︑このタイトルに釘

これは︑学校で習う授業や

百七十ページを書きなさい﹂

なことが書いてあるか︒二

二百七十ページ目にはどん

百ページの本がある︒その

たの一生を書きつづった三

ある大学の入試問題﹁あな

するエッセイ︒アメリカの

のは︑外国の入試問題に関

咤しているように感じまし

っとしっかりしろ！﹂と叱

いう国の現状について︑﹁も

す︒ですが︑大半が日本と

ふ﹂と笑えるものもありま

エピソードのように﹁ふふ

井上ひさし著

学校卒業直前に公開された

間の技術力にあれほどの差

公の少年達だけでなく︑当

だけ作者は日本が好きで︑

三 谷

ような気になりました︒

いくて︑力強く︑しず女の
行動と言葉に心熱くなり︑

に美しい器量よしに変わっ

なことばかり︑背は低く︑

﹁あたしは︑のろでとんま

子︒しず女の言葉で表せば

はないと心に決めている様

不器量だから嫁に行くこと

の世話で所帯を持ち自分の

しんでいる︒結局周りの人

れやと物想いにふけって楽

それを眺めながらあれやこ

足袋まで小物も買いそろえ︑

のよそ行きを誂えて帯から

Ｓ Ｗ

ありがとうございます。皆様の声を励みにがんばってます!

常設設置場所をふやしてほしいです。
男性 30代 会社員

「大阪あんなとこ こんなとこ・曽根崎」何気なく行き来し
たところですが再確認いたしました。楽しく読ませていた
だきました。毎回 楽しみにしています。再発見ができま
す。 男性 60代 自営業

﹁機動戦士ガンダム
﹂ ①〜⑱
THE ORIGIN
安彦良和作

劇場版三部作を食い入るよ

ができたのか？そして︑な

昭和 年生まれの私にと

うに見ていました︒

ぜ﹁ガンダム﹂というマシ

講談社文庫

本書は︑ガンダムシリー

角川コミックス

ズの劇画版です︒タイトル

日本人はすごいと思ってい

﹂が ンを連邦軍が開発すること 時は横暴に見えた大人達も︑ ジに並びました︒どんな﹁ふ 塾で習う知識の暗記では︑ た︒そして︑その怒りの分
THE ORIGIN
絶対に解けない︒問題を出

についた﹁

す側も回答する側も︑現代

るんだと︒ユーモアたっぷ

ふふ﹂なことが書いてある

りのエッセイなのに︑﹁も

んだろう︒そう思いながら
の日本人には思いもつかな

それぞれの立場で必死に戦

ページをめくると︑これは

っと身体を使え︑心を使え﹂

っていた事がわかります︒

年にわたって続くガンダム
い試験問題なのではないで

ができたのか︒子供の頃に

シリーズの魅力であること
しょうか︒

疑問に思いながらも︑解消

ていた事柄が︑次々に解き

イがまとめられていて︑Ｂ

と口酸っぱく言われている

笑い事じゃあない︒外交政

示すように︑昔に見ていた

明かされていきます︒まる

ＢＣのエイプリルフールの

この本には 本のエッセ

または︑日本語の教育方法

読むことで
気付くこと

など︒中でも印象的だった

の経営についてのエッセイ︒

策についての話やプロ野球

﹁ガンダム﹂とほとんど変

さらに︑テレビシリーズで

を改めて知りました︒

そんな丁寧な人物描写が

は放映されていなかったサ
で︑本書が原作であったか

わらないストーリー展開で︑ するすべもなく時間が経っ

イドストーリーも描かれて

Ｍ Ｔ

のようです︒
最初にガンダムを見たと

います︒例えば︑キャスバ
ルがなぜ︑シャア・アズナ

この本と私

書くことで
判ることがある

﹁おたふく物語﹂

ての憤りが伝わってきまし

てしまいました︒又︑しず

しず女のイメージがしだい
人の気をそらさず︑時には

山本周五郎著
表題が気に入って本を手

﹁堕落論﹂
た︒私も身近な人が若くし

くと︑悲しいというより﹁死

て亡くなったというのを聞
太宰治の訃報が届き︑太宰

の楽しさがあります︒﹁お

買った当初はあまり面白

たふく﹂の最後には思わず

女が突拍子もないときに使

出先の家族を巻き込んでい

トンチンカンなことを織り

く気質は誰からも好ましく

交ぜて話す︒底抜けに明る

さん﹂あわせて五篇からな

にしました︒﹁妹の縁談﹂

る︒江戸の街︑長屋住まい

涙ぐんで笑ってしまいまし

﹁湯治﹂﹁おたふく﹂の三

度胸は決めて生き抜く﹄と

思われています︒出入り先

の原点は︑江戸時代︑職人

の飾り職人に想いをよせて︑ た︒日本人の﹁粋﹂の文化

ぬにはまだ早いやろ！﹂と

書いているのに自分は四十

の人々の暮らしぶりが日常

その人が誂えた帯留めや飾

思ってしまいます︒著者は

記者からは太宰の自殺は狂

九歳で病没します︒ここま

会話のやりとりから見えて

気質や庶民の暮らしを整え

と親交の深かった彼は記者

言であったのではとか︑実

で書いたのなら︑頑張って

る事にあったのだろうか？

達に取材されるのを嫌って

表題の作品よりも︑この中

は彼が太宰を匿っているの

長生きしてほしかったです︒ くる︒しず女は長唄の出稽

り櫛を︑人に頼んで密かに

くなかったので読めなかっ

に収録されている﹁不良少

ではと思われます︒著者は

買い求めたりもする︒男物

たものを︑十数年ぶりに読

年とキリスト﹂を読んで感

﹃そんなイタズラができる

との暮らしを支えている︒

もったいない気がしました︒ 古を生業とし︑妹とふた親

く元気な性格で弟子たちを︑ う比喩や洒落には言葉遊び

じたことです︒著者は歯痛

くらいなら太宰の作品はも

﹃言うは易く︑疲れるけど︑ 部作と﹁凍てのあと﹂﹁お

に悩まされた為八つ当たり

っと傑れた物になっている﹄

かくま

で書いているようにも思え

肥っていて︑自分がおたふ

想いをとげてしまう︒かわ

ハルキ文庫

集英社文庫 くだって事知ってるわ﹂︒

野 原

ますが︑自ら命を絶った太

と太宰の作品や生前の言動

すぐ

宰治に対しての悔しい気持

に対しての分析を始めます︒

み進めることができました︒ 姿を隠します︒そのせいで

坂口 安吾著

30

ちを表した作品だと思いま

治が嫌いだったのか？﹂と

その内容は﹁この人は太宰

三ヶ月前まで歯痛に苦し

錯覚してしまう程︒けれど

した︒

んでいた私は著者に共感し

ながらページを繰りました︒ も読んでゆく内に生きるこ
とを放棄した太宰治に対し

TEL 06‑6260‑0071 FAX 06‑6260‑0037 E‑mail：staff@mido‑suji.com

株式会社ファッションビジネス『御堂筋新聞』

45

読者の皆様一人ひとりに
手渡しでもお届けしています。

廃刊になったのかと思っていたのでうれしいです。
女性 30代 会社員

本当にこういう情報待っていました。大人も社会見学した
いもの。でも、ごみ焼却場とかは、子供時代に体験するも
のだし・・・と悩んでいた矢先、掲載されていたので、と
ても嬉しかった。値段等、書いてあると参考になります。
女性 30代 会社員

44

歯痛の収まった著者の元に

皆様の声をお待ちしています

リニューアル前から大ファンで愛読していました。カラー
ページのエコスタイルすてきです。スタッフの方にも感謝
したいです。たくさんの人に配布してこの誌の良さをＰＲ
したいです。 女性 40代 主婦

たまたま友人に教えてもらい、読んだのですが、地元の新
聞ということもあり楽しく拝見させてもらいました。今後
も継続して読みたいと思います。 男性 30代 会社員

手紙を書くのが好きなので、「なにわ人物誌」の出だしに
ハッ!っとしました。「言の葉、音と楽」の水色の書に惹か
れます。御堂筋新聞の理念が掲げられていたところがいい
なーと思いました。 女性 40代 事務員
「大人の社会見学」日清食品 インスタントラーメン発明
記念館。ちょうどこの記事を読んでいたのがお昼前の時間
だったため、すごく食欲がそそられました。（笑）今まで
何度か予約して行こうと思ったのですが、予約が取れず諦
めた経験もあり、今回の記事を読んで是非行きたい！と思
いました。 女性 20代 会社員
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