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ブレイディみかこ
Spec ia l  Guest

Brady Mikako

　「想定外」「絆」「忖度」……意味自体に恨みはないのに、嫌いになっ
てしまった言葉だ。そこへ今、新たに仲間入りしようとしているのが、
「不要不急」。
　今回のコロナ禍で真っ先に不要不急とされたのが、音楽、演劇、映画
などの文化・芸術だった。不要不急とは、文字通り「重要ではなく、
急ぎでもないこと」。劇場や図書館の閉鎖が必要だったのは理解でき
なくはないが、あっさりこう言われると、「いやいや重要だ！」「今すぐ
必要なんだ！」と抗いたくなるし、ドイツ文化大臣の「アーティストは、
いま生きるために必要不可欠な存在である」という言葉がまぶしく
見えたりする。
　一方で、日ごろから「読書は必要」「本は役立つ」的な物言いには引っ
かかってきた私としては、本なんて読んでも読まなくてもいいよ、と
気楽なことを言っていられた頃がちょっぴり懐かしい。
　今回の特集は、主に人物に焦点をあてたノンフィクション。「実話
に基づいた物語」にも幅を広げ、ぐいぐい引き込まれるものばかり集
めました。急ぎでものんびりでも、重要でも重要じゃなくても、好き
な文化・芸術を楽しめる世の中が、早くもどってきますように！

（三辺律子）
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「現実こそオチがつく」



　事実は小説より奇なり、という使い古された言葉を、これほど世界の人々が切実に

感じている年もないのではないか。英国でも、ジョンソン首相が映画のワンシーン

さながらの劇的な演説で英国のロックダウンを宣言したかと思ったら、自らコロナ

に感染し、集中治療室に運ばれるというドラマが起きた。

　退院後、ジョンソン首相は、自分が生死の境を彷徨っていたときに昼夜を徹して

世話をしてくれた２人の看護師を名指しで讃え、感謝した。一人はニュージーランド

出身、もう一人はポルトガル出身だった。

　彼は４年前にＥＵ離脱国民投票が行われたとき離脱派のリーダーとして移民制限

を訴え、排外主義的な発言で問題になったことのある人だ。また、離脱すれば巨額

のＥＵへの拠出金が浮くので、それをＮＨＳ（国民保健サービス）に投資できるという

主張を繰り返し、それがデマだと判明しても謝罪しなかった。

　そのジョンソン首相が、ＮＨＳの移民の看護師たちに命を救われて感謝する映像を

発表した。どんな小説家でもこんなに見事なオチをつけることはできないだろう。

あまりにも伏線を回収し過ぎているからだ。現実は、たまに恥ずかしげもなくこう

いうことをする。

　拙著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』に登場した子どもたちも、ロッ

クダウンの影響を受け、ずっと家でオンライン授業を受けている。�年生（��歳～��歳）
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ブレイディみかこ
Spec ia l  Guest

の国語の課題は、「ジョージ・オー

ウェルの『動物農場』のように

動物たちを主人公にして、コロ

ナ危機における人間についての

アレゴリーを書きなさい」とい

うものだ。案の定、「首相のこと

を書いている子が多いみたい」

と息子は言っていた。

　良くできた実話はアレゴリー

になり、小説になっていく。ノ

ンフィクションがあってフィク

ションがある、という順番がわ

たしの持論だが、両者の関係は

姉妹のようでもある。一見、妹

のほうが派手で面白そうだが、

地味な姉が奇なる姿を見せると

きには妹はかなわない。

『ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー』
ブレイディみかこ 著
（新潮社）¥1,350＋税

「現実こそオチがつく」
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[The Tattooist of Auschwitz ]
Heather Morris

『アウシュヴィッツのタトゥー係』
ヘザー・モリス 
金原瑞人／笹山裕子 訳 
（双葉社）
¥1,700＋税

　ナチスの強制収容所でタトゥー係をしていた男性の実話をもとにした小説です。スロ
ヴァキアの小さな町出身のラリは、華やかな都会に憧れる社交的でおしゃれな青年でした
が、ユダヤ人というだけの理由で召集され、家畜のようにアウシュヴィッツに移送され
ます。到着してすぐに、親衛隊員が被収容者を無造作に殺すのを目のあたりにして、「ぼく
は生きてこの場所を出る」と心に誓い、同胞の腕に鑑識番号を刻む役割を受け入れるの
です。
　アウシュヴィッツから生還した心理学者のフランクルは『夜と霧』（池田香代子訳／
みすず書房）に「強制収容所の人間を精神的に奮い立たせるには、まず未来に目的をも
たせなければならなかった」と書いています。無辜の人々が、名前も人間としての尊厳
も奪われ、虫けらのように殺されていくなかで、ラリを支えていたのも未来への希望で
した。愛する人との自由な生活を手に入れるため、しぶとく生きのびようとするラリの
強い意志を、絶望の淵のかすかな光のように感じながら訳しました。

（笹山裕子）

　フレデリック・ブルース・トーマスという黒人がいた。1872年、アメリカ南部に解放
奴隷の子として生まれ、過酷な人種差別の残るアメリカを見限って渡欧、帝政末期のモ
スクワで興行主として成功し巨万の富を築くも、ロシア革命によってすべてを失い、命
からがらオスマン帝国の首都コンスタンティノープルにたどり着く。そこでも持ち前の
不屈の精神で再起を果たし、トルコにジャズを伝えるのだが……歴史に埋もれた黒人の、
世界をまたにかけた冒険の生涯を追う歴史ノンフィクション。
　著者は厖大な資料をたくみに構成して、当時の風俗、史実、黒人差別、国家の非情を
浮き彫りにしている。幾百年と続いた二つの帝国があっけなく滅び去る瞬間、カタスト
ロフに巻き込まれ右往左往する民衆の息遣いが本書からは生々しく伝わってくる。歴史
の巨大な渦のなかで個人は無力かもしれない。それでも、つねに逆境にあらがい、人種、
言語、階級、宗教――人間が作り出したあらゆる壁を軽々と突破していくフレデリック
のバイタリティは爽快で胸を打つ。

（竹田 円）

[ The Black Russian ]
Vladimir Alexandrov

『かくしてモスクワの夜はつくられ、
ジャズはトルコにもたらされた

二つの帝国を渡り歩いた黒人興行師フレデリックの生涯』
ウラジーミル・アレクサンドロフ

竹田 円 訳
（白水社）
¥4,200＋税
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　2018年の夏に明るみに出た大学医学部入試の不正をきっかけに、女性差別は決して「過
去の話」ではなく、今もなお日本社会に深く根を下ろしている大問題なのだということ
を思い知った人は少なくないでしょう。とりわけ理工系の高等教育や専門職の世界は、
長きにわたって圧倒的男性多数の状態が続いてきました。もし「男は外で働き、女は家
庭に入るのがあたりまえ」といった古くさい社会の圧力が無かったら、どれだけの女性
が自分の関心を追求し、能力を発揮することができていたでしょう。
　この本では、そうした世の中の逆風にくじけずに科学の分野で目覚ましい仕事を成し
遂げた女性たち50人が、快活な文章と小粋なイラストで紹介されています。紀元４世紀
に哲学・天文学・数学の発展に貢献し「エジプトの賢い女性」と呼ばれたヒュパティアから、
1977年生まれの「双曲幾何学の天才」マリアム・ミルザハニまで、観察から導かれる仮
説とそれを証明する手続き、そして勇敢な生きかたのショーケースです。彼女たちの奮
闘を知ることは、きっとあなたの人生も豊かにしてくれるはず。

（野中モモ）

　世の中には創意工夫があふれている。大きなものから小さなものまで。世界を変える
ようなものから、個々人のささやかな暮らしの知恵のようなものまで。本書は、そうし
た創意工夫で、生まれ育った貧しい国の貧しい村に電気をもたらし、自らの人生も切り
拓いたウィリアム少年の物語だ。ウィリアム少年は貧しくて学校にもまともに行けなかっ
た。それでも図書館から借りたアメリカの小学生用の理科の教科書から理論を学び、ゴ
ミ捨て場から廃品を漁って、手製の風力発電装置をつくり上げる。自分の欲得のためで
はなく、モーターでポンプを動かし、母親の日々の水汲みが楽になるようにと。イノベー
ション？　なんだ、そりゃ？　と私なんぞは翻訳者のくせして訊き返したくなるクチだ
が、創意工夫は “豊かな” 国でももてはやされる。が、その価値はまずまちがいなくお
金によって測られる。ウィリアム少年の生んだ創意工夫はお金には換算されない。それ
でも光り輝いている。その輝きはどこか懐かしい。無垢なる創意工夫。そういうものの
あることを本書は読者に思い出させてくれる。

（田口俊樹）

[The Boy Who Harnessed the Wind ]
William Kamkwamba / Bryan Mealer

『風をつかまえた少年
14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった』
ウィリアム・カムクワンバ / ブライアン・ミーラー
田口俊樹 訳 
（文藝春秋）
¥950＋税

[Women in Science:
50 Fearless Pioneers Who Changed the World ]

Rachel Ignotofsky

『世界を変えた50人の女性科学者たち』
レイチェル・イグノトフスキー

野中モモ 訳 
（創元社）
¥1,800＋税
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　ルース・ベイダー・ギンズバーグ、通称ＲＢＧは現在87歳、アメリカ最高裁判所の最
高齢判事だ。
　絶大な人気を誇る彼女の真骨頂は、多数意見の矛盾をつく理路整然とした反対意見に
ある。その反対意見はときに政治を動かし、法律すら変える。だが、ＲＢＧは一日にして
成らず。母親は、「女性だから」と学問を断念し、娘に夢を託して早世した。彼女自身も
女性であるがゆえに、屈辱を味わったり、職探しに奔走するも、拒否され続けたりする。
そうした経験に鍛えられて、ＲＢＧは大学教授を経て、男女を問わず人間の尊厳を傷つけ
る不公平、不公正、不平等と戦う弁護士となった。そして、1993年、クリントン大統領
に指名されて、女性として二人目の最高裁判事となる。ＲＢＧは毎日小柄な体をエクササ
イズで鍛え、度重なる病気やケガから不死鳥のようによみがえって、きょうも正義のた
めに戦っている。わたしは日本にも彼女のような裁判官がほしいといつも思っている。
本書は少年少女向けの伝記絵本として出版されているが、大人の読者にもぜひ読んでほ
しいと思う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渋谷弘子）

『大統領を動かした女性
ルース・ギンズバーグ

男女差別とたたかう最高裁判事』
ジョナ・ウィンター 著

ステイシー・イナースト 絵
渋谷弘子 訳 

（汐文社）
¥1,800＋税

　女性初、それも二度のノーベル賞受賞者として、子ども向けの伝記に今も登場するキュ
リー夫人。でもこの本の著者は、夫人の次女だ。そのため家族との手紙や研究報告書の
抜粋、育児日記や走り書きの料理メモまで入っており、一人の人間としてのマリー・キュ
リーが、冒頭からすでに生き生きと立ち現れる――「その人は、女だった。他国の支配
を受ける国に生まれた。貧しかった。美しかった」
　パリの屋根裏での苦学や、夫ピエールとの出会いと永遠の別れ、ラジウムの発見といっ
た話は有名だが、他にもロシアの圧政に負けまいとしたポーランドでの少女時代や、自
らが発見した放射線で負傷兵を百万人以上救った第一次世界大戦での奮闘など、その生
涯は波乱万丈で、ドラマに満ちている。
　1938年の刊行以来、日本でも各分野の女性パイオニアたちが若き日に読み、あこがれ、
励みにした一冊でもある。「人生は、だれにとってもやさしいものではないわね。でもた
いせつなのは、忍耐力と、なにより自信を持つこと」元祖リケジョがそう語りかけてく
れる新訳版を、今のみなさんに、ぜひ。　　　　　　　　　　　　　　　　（河野万里子）

[ Madame Curie ]
Ève Curie

『キュリー夫人伝』
エーヴ・キュリー 
河野万里子 訳
（白水社）
¥2,600＋税

[ Ruth Bader Ginsburg: 
The Case of R.B.G. vs. Inequality ]

Jonah Winter
Stacy Innerst

・ ・ ・ ・
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　戦争報道で名をはせたカメラマン、ロバート・キャパと、公私ともに彼のパートナーだっ
たゲルダ・タロー。亡命ユダヤ人の二人が運命的に出会ったのは、1934年、パリでのこと。
キャパ21歳、ゲルダ24歳でした。ヒトラーが政権を握り、ヨーロッパに再び大戦の影が
忍びよる中、被写体に肉薄し、一瞬を切りとる二人の写真は、報道写真に革命を起こし
ます。
　キャパとゲルダ、それぞれの伝記は何冊か出版されていますが、本書は、出会いから
わずか３年後、ゲルダが戦車に轢かれて亡くなるまでの若い二人の関係を軸に、スペイ
ン内戦や大戦前夜のパリが活写されています。メキシコで新たに発見されたネガフィル
ムから判明した事実もとりこみながら、スペイン内戦のもつ意味や報道写真の変遷にも
目配りしつつ、人が人と出会うことがどれほど大きな意味をもち、人生を変えていく力
をもっているかを丁寧に描いています。写真も豊富に収録。夫婦でもある原作者たちが、
共同作業への想いを吐露したあとがきは必読！

（原田 勝）

　貧しいとはどういうことでしょうか。それは仕事やお金がないということでもありま
すが、それ以上に、貧困の文化のなかにいて、そこから抜け出せないということでもあ
ります。
　本書の著者のＪ・D・ヴァンスは、鉄鋼業が衰退して廃れたオハイオ州の街で育ちまし
た。まわりには「何をやってもむだ」という空気が満ちていて、うまくいかないことは、
ほかの人やもののせいにします。母親は薬物依存症者で、父親は次々とかわっていく。
貧困や暴力があたりまえで、それ以外の世界のあり方や生き方を想像できない環境。そ
んな貧困の文化のなかで育ったのです。
　その著者に別の生き方があるのを教えてくれたのは、口は悪くも愛情たっぷりの祖母
であり、海兵隊、オハイオ州立大学、イェール大学での日々でした。「おまえは何だって
できるんだ」という祖母のことばを足がかりに、著者はそれまで存在することすら知ら
なかった世界に踏み出していきます。当事者の語りから見えてくる貧困の本質は、日本
の社会とも無縁ではありません。　　　　　　　　　　　　　　 　（関根光宏／山田 文）

[ Hillbilly Elegy:
A Memoir of a Family and Culture in Crisis ]

J. D. Vance

『ヒルビリー・エレジー
アメリカの繁栄から取り残された白人たち』

J・D・ヴァンス
関根光宏／山田 文 訳

（光文社）
¥1,800＋税

[Eyes of the World:
Robert Capa, Gerda Taro,
and the Invention of Modern Photojournalism ]
Marc Aronson / Marina Budhos

『キャパとゲルダ
ふたりの戦場カメラマン』
マーク・アロンソン／マリナ・ブドーズ 
原田 勝 訳
（あすなろ書房）
¥1,800＋税
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　マルコムＸといえば『マルコムＸ自伝』やそれに基づく映画『マルコムＸ』を通じて知っ
ているという方が多いのではないか。どちらも力強い作品で、とくに『自伝』には疾走
感があって私も好きだ。しかし『自伝』には事実と異なる記述や創作された部分が少な
くない。これは自伝というものによくあることかもしれないが、マルコムの場合、『自伝』
があまりに効果的に「マルコムＸ像」を確立させたのが問題だった。長いあいだ誰も『自伝』
の内容を確かめようとせず、非凡な才能を持ち米国や黒人という枠を越えて普遍的な構
想を抱いていたマルコムが、『自伝』が示す単純な黒人指導者像からはみ出ない範囲でし
か語られなかったのである。
　歴史家マニング・マラブルは伝説に閉じ込められたマルコムを解放したかった。そし
て20年以上かけて『自伝』の記述を初めて丹念に検証し、マルコムの人生を再構築した
のが本書である。世界中で虐げられている人びとに自分たちの持つ力に気づかせる存在
になっていたかもしれない、そんなマルコムの本当の話をぜひ読んでいただきたい。

（秋元由紀）

[ Malcolm X: A Life of Reinvention ]
Manning Marable

『マルコム X　伝説を超えた生涯』
マニング・マラブル 

秋元由紀 訳
（白水社）

上・下 各 ¥4,800＋税

　シリア人の父とフランス人の母を持つ、フランスのバンド・デシネ（仏語圏の漫画）
を代表する漫画家で映画監督でもあるリアド・サトゥフの自伝的作品。フランスでたち
まちベストセラーとなり、22カ国語に翻訳された話題作。
　作品名は、作者が父に「未来のアラブ人」は教育により無知蒙昧から抜け出さねばな
らぬ、と常々言い聞かされたことから。パリで博士課程を修めた大学教員の父について
家族で暮らした赴任先の中東諸国（リビア、シリア）やフランスで過ごした日常が淡々
と描かれる。厳格で、ときに残酷なイスラム教国家の知られざる現実（独裁政治下の統
制経済、イスラム法に基づく男女格差、教師による児童虐待など）はかなりショッキン
グな内容も含むが、作者独特の丸っこい絵柄やユーモアでサラッと読ませる。
　普段漫画を読まない祖母でも読める作品を目指したという本作。フランスでは子どもか
ら老人まで幅広い読者を獲得、サトゥフはこの10年で最も成功した作家と称されるほど。
全６巻の予定で、今年（2020年）本国では10月に第５巻発売、邦訳版第３巻も刊行決定。

（鵜野孝紀）

『未来のアラブ人
中東の子ども時代（1978-1984）』
『未来のアラブ人２
中東の子ども時代（1984-1985）』
リアド・サトゥフ
鵜野孝紀 訳
（花伝社）
 1・2巻 各 ¥1,800＋税

[ L'Arabe du futur: 
Une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984) ]
[ L'Arabe du futur 02: 
Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985) ]
Riad Sattouf
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　パキスタンの絨毯工場で奴隷まがいの扱いを受けていた幼い少年が、人権団体の助けで解
放され、児童労働撲滅運動の旗頭となった。なのに、わずか十二歳にして故郷の村で凶弾に
倒れてしまう。悲劇の主人公、イクバル・マシーの伝記本は複数あるが、イタリアの作家に
よるこの児童書は、イクバルと彼を取り巻く子供たちの群像劇だ。ともに工場を脱出した架
空の少女ファティマが、その後移民としてイタリアに渡り、イクバルと過ごした日々を回想
するのだが、最後はファティマの妹分でパキスタンに残ったマリアの力強い手紙で締めくく
られる。先進国の片隅で生きる移民の少女を語り部としたことで、読者には遠い話を身近に
感じさせ、同時代の異国の現実を想像させることに成功している。
　実はイタリアでは続篇も出版されている。こちらは大人になったファティマとマリアの物
語で、ファティマはイタリアでアフリカ系移民の幼い子を救い、マリアはパキスタンの劣悪
な労働環境を告発する。教師でもある作者が描くのは、やはり一人の勇者の伝記ではなく、
その遺志を継ぐ者たちの物語。そう、イクバルを忘れないためのお話なのだ。

（荒瀬ゆみこ）

[Storia di Iqbal ]
Francesco D'Adamo

『イクバルの闘い　世界一勇気ある少年』
フランチェスコ・ダダモ

荒瀬ゆみこ 訳
（鈴木出版）
¥1,600＋税

　1957年、10月の夜空をゆうゆうと、輝く星のように横切っていったソビエトの人工衛
星スプートニク。そのようすを食い入るように見つめていた平凡な高校生サニー（著者
の愛称）の心に希望の灯がともった。「そうだ、ロケットを作ろう！」　本書はウェスト
ヴァージニア州の小さな炭鉱町に生まれ、のちにNASAの技術者となった著者がロケット
づくりに打ち込んだ自らの高校時代をいきいきとユーモラスに甦らせた自叙伝。サニー
は早速仲間たちを集めて一から勉強し、先生や炭鉱の技術者の応援も取りつけて小さな
手作りロケットを飛ばし始める。その頃、故郷の炭鉱町では労働争議が頻発し、町はか
つての勢いを失って衰退の一途をたどっていた。そんな中、はじめは嘲笑していた町の
人々も “ロケットボーイズ” を応援するようになり、ロケットの打ち上げは町の大きなイ
ベントになっていく……。人々の夢や希望も載せて青空高く飛ぶロケット。夢を一途に
追いながら、つまずきながらも成長していくサニー。夢をもち、挑戦することの楽しさ、
大切さを教えてくれるさわやかで心温まる成長物語。

（武者圭子）

[Rocket Boys ]
Homer H. Hickam, Jr.

『ロケットボーイズ』
ホーマー・ヒッカム・ジュニア
武者圭子 訳 
（草思社）
上・下 各 ¥900＋税
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　人種別に隔離され、住む場所、教育、職業、結婚にいたるまで管理された国。ディス
トピア小説ではない。アパルトヘイトという人種差別政策がつい最近までおこなわれて
いたのだ。そんな社会に、人種の異なる両親の間に生まれ（存在が犯罪）、黒人として育っ
たトレバーが、幼少期から青年期を印象的なエピソードで語る自伝エッセイ。アメリカ
ではだれもが知るコメディアンだから、どのエピソードにも笑いあり、心に刺さるメッ
セージあり、考えさせられるテーマがある。人種問題など社会の多様性に関するテーマ
にユーモアでおちゃめに切り込めるのも、幼い頃から身にしみているから。母親もすごい。
自分にはないない尽くしだった機会をわが子に与えようとする気迫と実行力。おかげで、
質素な暮らしも「貧しいと感じたことはない。日常生活がいろんな体験で満ちあふれて
いたから」とトレバー。理不尽な社会環境から来ている、差別、貧困、暴力、犯罪といっ
た負の連鎖を断ち切り、堪え難いことにもユーモアで立ち向かおうとする母子。泣いて、
笑って、読後とても爽やか。

（齋藤慎子）

　「今夜、わたしは死んじゃうかもしれない」内戦が続くシリアのアレッポで、７歳の少
女バナ・アベドはこうツィートした。爆弾の雨が降る、いつ命を失うかわからない状況で、
子どもたちを救ってほしいと必死に訴えるバナのツィートは多くの人の心をとらえて
いった。やがて彼女が願ったように、アレッポの惨状を世界中の人たちが知るようになる。
　本書はバナの手記と母親の語る章から成り立っている。「タイム」誌が選ぶ「ネット上
で最も影響力がある25人」にも選出されたバナは戦争の恐怖や悲惨さをリアルに訴える。
包囲されたアレッポでの暮らしぶりは、新型コロナウイルスによって外出を制限されて
いる人たちにとって、奇妙なほど身近なものに思われるだろう。争いや混乱は遠い国の
話で、自分たちの国では起こらないと手遅れになるまで信じていた、という母親の言葉
にはドキリとする。戦争も災害も、難民も貧困も決して対岸の火事ではない。世界が揺
れ動いている今だからこそ、平和を願う少女の声に耳を傾けてほしい。

（金井真弓）

[ Born a Crime:
Stories from a South African Childhood ]

Trevor Noah

『トレバー・ノア　生まれたことが犯罪 !?』
トレバー・ノア

齋藤慎子 訳
（英治出版）
¥1,800＋税

[Dear World:
A Syrian Girl's Story of War and Plea for Peace ]
Bana Alabed

『バナの戦争
ツイートで世界を変えた７歳少女の物語』
バナ・アベド
金井真弓 訳 
（飛鳥新社）
¥1,500＋税



　マット・ヘイグは、抱腹絶倒のユーモア小説『今日から地球人』（鈴木 恵 訳）などで人
気の高い英国人作家。この本には、彼が作家になるまえの、20代のうつ病体験がつづられ
ている。治療ガイドとするにはおそらく個人的すぎる。でも個人的な経験をとことん正直に、
深く、つぶさに、作家ならではの絶妙な比喩をはさんで語っていくことで、うつ病に限ら
ない、「明日が見えないトンネルでどうすべきか」という汎用性の高い人生案内になった。
　案内人は、行きあたりばったりで酒浸りクスリ浸り、「心の皮が薄い」ために傷つきや
すい、まことに頼りないマット青年だ。そこがとてもよい。読者は真っ暗なトンネルの
なかを彼とともに息を潜めて歩く。未来から、病の回復期に本を読みまくって作家になっ
た著者が何度も呼びかける──とにかく生きろ、もちこたえろ、ふがいなさ上等、と。
　生きていく理由は、人の数だけあるはずだ。著者は原題にハッシュタグを付けて、ＳNＳ
でそれを問いかけた。日本語版タイトルに「＃」がついたのは、このエピソードにちな
んでいる。よければ、あなたの「＃生きていく理由」も投稿してみてください。

（那波かおり）
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　2018年、性暴力の撲滅を目指す取り組みが評価されてノーベル平和賞を受賞したムク
ウェゲ氏。産婦人科医である同氏が活動するコンゴ民主共和国では凄惨な暴力を伴うレ
イプが横行しており、その背景にあるのが、スマートフォンなどの電子機器に欠かせな
い希少鉱物をめぐる不法な争奪戦だ。つまり私たちの便利な暮らしは、コンゴの人々の
苦しみの上に成り立っている。まずは本書でそのことを知ってほしい。決して難しい本
ではない。自伝であり、軸となるのはムクウェゲ医師の足跡だ。興味深いのは、同医師
の人生がコンゴの現代史と見事にリンクしていること。ひとりの人間の人生が、凡百の
教科書よりも雄弁に、資源大国であるがゆえにつねに搾取と紛争の被害を受けてきた同
国の悲劇の歴史を伝えている。最大の読みどころは、何度も死線をかいくぐってきた同
医師の、信念と信仰に貫かれた揺るぎない生きざまだ。コロナ禍で社会の連帯が求めら
れる今、他者を救うために命を賭けて闘うムクウェゲ医師の勇気ある生き方に触れ、同
医師が体現している「利他の精神」を心に刻みたい。

（加藤かおり）

[ Plaidoyer pour la vie ]
Denis Mukwege / Berthild Akerlund

『すべては救済のために
　デニ・ムクウェゲ自伝』

デニ・ムクウェゲ／ベッティル・オーケルンド
加藤かおり 訳
（あすなろ書房）

¥1,600＋税

[Reasons to Stay Alive ]
Matt Haig

『＃生きていく理由
うつ抜けの道を、見つけよう』
マット・ヘイグ 
那波かおり 訳
（早川書房）
¥1,500＋税
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編集・発行
金原瑞人（法政大学教授・翻訳家）

協力　宮坂宏美／田中亜希子／中村久里子
special thanks to 　酒井謙次／ (株) ライブラリー・アド・サービス

２０２０年０５月 発行

そのうち「BOOKMARK」でノンフィクションの特集をしたいしたいと
考えながら、なかなかできなかったのですが、人物に焦点を当てたノン
フィクション、という発想が生まれて、やっとこんな冊子ができました。
ノンフィクションという枠のなかで「人」を描く難しさと、それを読む
楽しさは背中合わせなんだなとつくづく思いました。

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

このようなタイミングで出ることになった16号。改めて、書店や図書館、
そして読者の方々に感謝を。今回もすてきな紹介文ばかりです。お楽し
みいただけますように！

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

ほとんどの紹介者の方がコロナ禍に書かれたと思われる文章を、緊急事
態宣言の発令で閉塞感を感じる真っ只中に、今だからより共有できる感
覚がたくさんあるなあと読み耽りながらレイアウトしていました。
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鈴木理子
Rico Suzuki

http://ricosuzuki1.jimdo.com 
http://instagram.com/ricosuzuki_illustrator

「紫陽花」

鈴木理子 個展  「Flower」
2020年6月5日（金）--- 6月10日（水）　東京・表参道 /HB ギャラリー
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