文庫あれこれ◆全き無風の中に枯木立がすっくとなら
e
び、眼下に広がる海に大島がくっきりと浮かび、太陽

つくりかわ
の輝きを胸いっぱいに受けて海は深呼吸をしていま
す。この端正な冬景色、大好きです。◆無手勝流で作
っている文庫便りが 100 号を迎えました。ひとえに、
毎月感想文を寄せてくださる森林浴さん、スタッフほ
か読んでくださる？皆様のおかげです。文庫終了まで
続けたいと思いますので、今後もご関心をお寄せくだ
さい。◆ちょい旅をしました。今回は、関門海峡を挟
む門司港と下関。門司港では、角打ちと言って酒屋さ
んの店先でお酒を飲むお店に行きました。昔はみんな
そうだったのでしょうが。もっと栄えていたころ、こ
こは沖仲士さんが仕事帰りに寄ったとか。ただただお
酒をひっかける感じのところでしたが、地元の若者
（30 代前後）の二人と話がはずみ、夫さんはご機嫌で
した。◆ポンポン船?で巌流島に行きました。な～んに
もないところ、武蔵と小次郎の像があるだけ。でも門
司港でひどい烈風に雹が降っていたのに、5 分乗った
ら青空、さすが私、晴れ女。10 分で渡れる関門海峡で
すが、日に 4 度も潮目が変わるとか。流れ急。義経も
この潮目の変化で平家に勝てたそうな。◆下関側を歩
いて歩きました。唐戸市場は海産物を買う人で熱気を
帯びていました。私は、
「耳なし芳一」像や平家の人々
が祀られている赤間神宮で往時を偲び、安徳天皇入水
の壇ノ浦（御裳川）で激流での合戦に思いを馳せまし
た。◆今回は、ふくよりくじらが美味でした。◆何で
も内輪話をしてしまいますが、単身赴任の夫は今年い
っぱいで帰ると思いきや、今度はもっと遠く、北海道
で働くそうです。従って今後の我がちょい旅は北の果
てになりそう。◆今年は様々な故障があり、今もって
頭の整理ができず、気
力も萎えた年でした。
来る年はわたしの干支、
何とか踏ん張りたいと
思います。今年もお世
話になりました。
みなさまもお元気で、
明るい新年を迎えら
れますよう、来年も
本つながりの楽しい 関門橋を背に、義経、知盛像前で
ご縁が続きますよう。
（西村）
（壇ノ浦御裳川にて）
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2015 年
✿開館スケジュー２０１４ル✿
年始から変更です。すみません！
◆1 月は変則第 4 週
24 日(土)25 日(日)
◆2 月は通常 14 日(土)15 日(日)
◆3 月は通常 14 日(土)15 日(日)
文庫の時間
土曜日は午後２時～５時
日曜日は午前 10 時～午後 3 時
❤毎月開館日の日曜 10:30 から
「子どものための小さなおはなし会」

✿おはなし沙羅の勉強会✿
毎月開館日(土) 11：00～13：00

補遺

ポプラ社 2014

ふゆのひ

夜の関門橋 (ネットからお借りしました。)

沙羅の樹文庫

お詫び：100 号記念への寄稿に際して、FAX ナンバ
ーを間違えてお知らせしました。それで、ご迷惑
をおかけした方にお詫びいたします。 （西村）

2014 年 12 月に読んだ本についての感想
201４年１２月 18 日

By 森林浴

2014 年 12 月号

0557⁻51⁻3737

http://www.saranokibunko.com

1978 年にフランス文壇の最高賞たるゴンクール文学
賞を獲得した作品。
手の込んだ探偵小説を読んでいるみたいに興奮させ

『月蝕書簡』 寺山修司・田中未知著 岩波書店刊 20

られて夢中で読み通した。

０８年５月第４版

34 歳で書いたということが、ちょっと信じられないよう
な見事で複雑な構成の小説。（カタカナの名前や地

選挙報道で埋められた１２月１４日夜のＮＨＫテレビ

名が山ほど出てくるので一度読んだだけでは無理で

でナンシー関の１時間ドラマ放送があり、久しぶりに

２～３回読み込む必要があるかも。パリの地理に詳

ナンシーの消しゴム版画と鋭いＴＶ批評を堪能するこ

しい人は有利です。） 主人公は記憶喪失症で自分

とができた。あらためて３９歳で死んだ彼女は青森の

は誰なのか分からなくなり、自分が誰なのかを知ろう

生んだ一人の天才的才能であると思った。青森が生

として右往左往するわけだが、背景に、第二次大戦

んだ天才的才能はもう一人いる。それが４８歳で死ん

時のフランスがヒトラーのドイツに占領されているとき

だ寺山修司でしょう。

に始まったユダヤ人狩りの恐怖の時代―これは実は

寺山修司は１９歳のとき、歌集「チエホフ祭」５０首で

父親の時代のことなのですが―がある。

「短歌研究新人賞」特選を獲得して注目を集めた。彼

そして著者パトリック・モディアノは 2014 年のノーベル

の短歌で有名な一つは、「マッチ擦るつかのま海に

文学賞を受賞した。受賞スピーチで彼は「本を書き上

霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」で、私はこれ

げる直前に味わうどこか落ち着かない寂しさと、書き

で彼を忘れることができなくなった。この本は彼が詩・

上げたあとの空虚感、そしてひとり放り出されたよう

俳句・演劇・映像・批評などに手を拡げ、短歌を作る

な印象」について語ったという。

のを忘れてしまったような寺山修司がまた短歌を作り

たまたまこの作品が、日本中を夢中にさせた例の韓

始め、メモに書き散らした作品を、秘書の仕事をして

国映画「冬のソナタ」に大きな影響を与えたという事

いた田中未知が彼の死後なんとかまとめた作品集で

実（冬ソナの映画関係者が言明している）があるのも

あるらしい。「だまされて深夜の駅にひとり来し女とな

面白い（主人公が記憶喪失ということが共通）。

らび見る遠き火事」「満月に墓石はこぶ男来て肩の

いっぱい出てくるパリの街の通りの名などよく知って

肉より消えてゆくなり」なんて不思議なイメージはどこ

いれば、もっと分かりやすく、もっと楽しめるだろうと

から来たのだろう。でも面白いではありませんか。

思った。

『暗いブティック通り 』 パトリック・モディアノ著 平

パトリック・モディアノの本は沙羅の樹文庫には他に、

岡篤頼訳 水声社刊 2014 年 10 月第３版

『家族手帳』・『八月の日曜日』の２冊が入っています。

おちばせいいち
なんというしずかさ
みあげると えだのあいだから
みずのような ひかりが こぼれてくる
もりは ねむるものたちの
かすかな ねいきに みちている
くまよ あたたかくしているかい
りすよ たべものは たりるかい
かえる ねぼけて とびだすなよ
ああ ほんとうに あかるくて しずかだ
おや むこうの きのかげで
てんとうむしが いっぴき ねがえりを うった
『のはらうた １』（くどうなおこ詩 童話屋）

寄・贈

（広瀬おばさんから）

＜絵本＞『もじゃもじゃヒュー・シャンプー かみ
のけをあらわなかったおとこのこのはなし』
（カレ
ン・ジョージ作絵 すずき出版 2014）ID11426
『おいもができた』
（ひさかたチャイルド 2014）
ID11415
『りんごみのった』
（ひさかたチャ
イルド 2014）ID11414
『おてつだいの絵
本 』（辰巳渚作 すみもとななみ絵 金の星社
2014）ID11413
<クリスマス絵本>『ゆきがくれたおくりもの』（リ
チャード・カーティス文 レベッカ・コップ絵 ポ
プラ社 2014）ID11425
『サンタクロースのおてつだい』
（ロリ・エベルト
文 ペール・ブライハ―ゲン写真 ポプラ社
2014）ID11424
＜低学年読み物＞『こめかくし』
（高田桂子作 文
渓堂 2014）ID11416
『まぼろし姫とブッキラ山の大テング』
（なかがわ
ちひろ作 偕成社 2014）ID11420
＜高学年読み物＞『タイムライダーズ１，２』
（ア
レックス・スカロウ作 金原瑞人・樋渡正人訳
小学館 2014）ID11421～2
『明日は海
からやってくる』（杉本りえ作 ポプラ社 2014）
ID11418
『時のむこうに』
（山口理作 偕成
社 2014）ID11417
＜ノンフィクション＞『平和のバトンをつないで』
（池田まき子著 WAVE 出版 2014）ID11412
※ヒロシマと長崎の二重被爆者・山口彊さんから
の伝言
『よみがえる二百年前のピアノ』(佐和みずえ作
くもん出版 2014) ID11419
💛次回もあります💛

12 月に入った大人の本
＜フィクション＞
『 み な そ こ 』（ 中 脇 初 枝 著 新 潮 社 14 ）
ID15925※児童文学からまた大人の本へ？
『処刑までの十章』(連城三紀彦著 光文
社 14) ID15924
『K 体掌説』(九星鳴著
文藝春秋 14) ID15923
『怜也と』(椰月
美智子著 文藝春秋 2014)１5891
『おだまり、ローズ』(ロジーナ・ハリソン著 白
水社 14)ID15921
『乳しぼり娘のゴミの
丘のおとぎ噺』（ラティフェ・テキン著 宮下遼
訳 河出書房新社 2014）ID159939
『マリアが語り遺したこと』（コルム・トビー著
栩木伸明訳 新潮社 2014）ID15940
＜エッセイ・ノンフィクション＞
『下手に居丈高』
（西村賢太著 徳間書店 2014）
ID15891
『未闘病記』
（笙野頼子著
講談社 2014）ID15944
『平家物語を読
む』
（中村稔著 青土社 2014）ID15930
『シャボン玉日本』
（野坂昭如著 毎日新聞社
2014）ID15933
『独学でよかった—読
書と私の人生』
（佐藤忠男著 中日映画社 2014）
ID15943
『文化屋雑貨店』
（長谷川義太郎
著 文化出版局 2014）ID15942
『自閉
症の僕が跳びはねる理由』
（東田直樹著 エスコ
アール出版部 2007）ID15941※絵本『へんて
こりん』
（在庫）の作者
『 帝 国 の 慰 安 婦 』（ 朴 裕 河 著 朝 日 新 聞 出 版
2014）
『日本喪失と再起の物語 上・下』
（デ
イビッド・ビリング著 仲達志訳 早川書房
2014）ID15934〜35
『ビリーンビン—ロシア絵本の黄金時代』（田中
友子著 東京美術 2014）ID15936

＜詩集＞
『秋たちぬ—寺山修司未発表詩集—』(寺山修司
著 岩波書店 14) ID15922※request

『赤ずきん』（フェリクス・ホフマン画 大塚
勇三訳 福音館書店 2012）ID11397
『画本風の又三郎』（宮沢賢治原作 藤城清治
影絵 2014）ID11398

＜文庫＞
『反逆する風景』（辺見庸著 鉄筆文庫 2014）
ID15937
『テロリストのパラソル』
（藤原
伊織著 文春文庫 2014）
）ID15947※直木賞、
乱歩賞受賞作の文庫化。
『知ろうとするこ
と。』
（早野龍五、糸井重里著 新潮文庫 2014）
）
ID15948
『バルサの食卓』
（上橋菜穂子・
チーム北海道著 新潮文庫）
『工場日記』
（シモーヌ・ヴェイユ著 田辺保訳 ちくま学芸
文庫 2014））ID15949
『その女アレッ
クス』（ピエール・ルメートル著
文春文庫
2014）ID15938

『ソロモンの０偽証１～３』（宮部みゆき著
潮社）ID15951～3（森川さんから）

＜クリスマス絵本＞
『みまわりこびと』
（リンドグリーン文
キティ・クローザー絵
講談社 14）ID11394
『クリスマスのおかい
もの』
（たしろちさと作
講談社）ID11390

＜読み物・昔話・伝記＞
『とうさん おはなしして』（アーノルド・ロ
ーベル作 三木卓訳 文化出版局）ID11399
『くるみわり人形』（ホフマン原作 斉藤
洋文 わたなべめぐみ絵 講談社 2014）
ID11400
『希望の海へ』
（マイケル・モ
ーバーゴ作 佐藤見果夢訳 評論社 2014）
ID11409
『ブロード街の１２日間』(デ
ボラ・ホプキンソン作 千葉茂樹訳 あすなろ
書房 2014)ID11411
『語りつぐ人びと—アフリカの民話』（江口一
久ほか著 福音館文庫）ID11407
『コヨーテ老人とともに』
（アングロ作・画 福
音館文庫）ID11408
『伝記ヘレン・ケラー』（村岡花子訳 偕成社
文庫 2014）ID11410

新
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12 月に入った子どもの本
＜絵本＞
『ぼくのニセモノをつくるには』（ヨシタケシン
月
スケ作 ブロンズ新社 14）ID11393
『ゆきうさぎのねがいごと』（レベッカ・ハリー
え 木原悦子訳 世界文化社）ID11392
『おやすみ、はたらくくるまたち』（リンカー文
リヒテンヘルド絵 ひさかたチャイルド）
ID11391『カボチャありがとう』(木葉井悦子さ
く 架空社) ID11388
『もりのおくのお
ち ゃ か い へ 』（ み や こ し あ き こ 作 偕 成 社 ）
ID11389
『ゆうかんなうしクランシー』
（ラチー・ヒューム作 小学館）ID11396

伊東市内の中学生が日頃抱いている思いを語る「わたしの主張発表会」
（市教育委員会主催）が１６日、市観光会館で開かれました。
★沙羅の樹文庫ですごい読書家の咲穂ちゃんが発表しました★
～～活字離れに思うこと～～
対島中学 3 年 田中咲穂
「本や新聞をよく読んでいる生徒は、正答率が
高い」。このような言葉が、先日テレビや新聞
で報じられました。今、世の中では、中学生の
活字離れが進んでいるといった声が多く聞か
れます。しかし、本当にそうなのでしょうか。私
は同じ中学校の、同じ学年の友達を見て、考
えました。
まず、活字とは、印刷された文章、または本
のことです。つまり、活字離れとは本を読んで
いない、ということになります。しかしこの「本」
というものも曖昧です。絵本や新聞、最近では
マンガはどうなのか、という意見もあります。私
が生活する教室の学級文庫には、＜飛び出す
絵本＞や、『はだしのゲン』といった文化的なマ
ンガもあります。朝読書の時間に、それらの本
や、映画やドラマの脚本から創られた小説、ま
たはケータイ小説を読む人は多くいます。
この状況から、もしかすると、活字離れには、
名作や一般的な小説を読む人が少ないことも
ふくまれるのではないかと、考えるようになりま
した。それなら、クラスの半数以上があてはま
ってしまいます。
そこで、原因は何なのかを、考えてみました。
まず、よい本に出会える機会が少ないことだと
思います。小学校では、授業の一環として図
書室で本を読む時間がありました。私にはそ
の時間に、それまであまりしゃべったことのな

かった人が、おもしろい本を紹介してくれた思
い出があります。その子とは、それがきっかけ
で、今でも本の情報交換をしています。中学校
では、みんなで、図書室で本を読むといった機
会がまずありません。教室で、一人で読書をす
ることはあっても、本の話をすることはめったに
ありません。
他の人と本の話をしないこと以外に、本の情
報が入ってこないことも挙げられます。読書が
好きな人は、新聞や図書館などで、おすすめ
の本情報を得ていますが、自分から行動しな
いとなかなか入ってきません。私達が必ず本
に触れる場所といったら、やはり学校しかあり
ません。推せん図書以外にも、いろいろな本の
情報が必要だと思いました。
また、学校には図書室があるので、それはい
いだろうと思うかもしれませんが、ただあるだ
けでは、みんなが来室しやすいとは言えませ
ん。中学の図書室は、生徒達の手で運営され
ています。もっと本の情報を生徒に知らせた
り、読書の相談にのってくれる先生方がいた
ら、さらに本に親しめる環境になるだろうと思い
ます。
今、多くの人は暇な時間をスマートフォンや
テレビに費やすと思います。最近は、新しい技
術が生まれて、インターネットやゲームがより
便利に、より楽しくなりました。その一方で読書
や外遊びをする人は減ったといわれます。多
分、この問題だけがよく取り上げられるので、
今の子供たちには活字離れが進んでいる、と

いった図式が出来上がってしまったのだと思い
ます。しかし、その原因は、電子機器が発達し
たからという単純なものではないと思いまし
た。
では、なぜ本を読むことは奨励されるのでし
ょうか。学校でも「国語」という形で、作品を読
んだり考えたりします。普段読書をしている時
にはじっくり考えたりしませんが、人物の気持
ちを想像しながら読んだりはします。私はこの
ように、人のことを考えたり、自分では思いつ
かない考えに触れられることに、本や新聞の
良さがあるのだと思います。よく理由も分から
ないのに、「本を読むと良い」と言われても、素
直に受け止められません。むしろ反発したくな
ります。また、大人が認めていて薦めるものだ
から、堅苦しく近寄りがたい、というイメージが
どこかにあります。
しかし今、私達と同じ世代が主人公で、共感
できる所もある小説はたくさんあります。なによ
り、文章から風景や人の心まで想像するので、
人によって全く違う感想になることもあります。
私はそんな所も、本の良さの一つではないか
と思います。
一言で「活字離れ」と片付けず、活字に興味
をもってもらえる環境づくりが大切だと思いま
す。テストの正答率や知識の蓄積だけに終始
するのはおもしろくありません。自分の心の世
界を広げるためにも、まずは一冊の本、一枚
の記事から始めてみたいと思います。
（転載の許可を得て 100 号記念に掲載）

沙羅の樹文庫だより 100 号に寄せて
★文庫だより100号おめでとうございます。
大室高原に引っ越して来て早４年半経ちまし
たが、沙羅の樹文庫で本を毎月お借りできて、
本当に幸せだと思って感謝の気持ちで一杯で
す。
小学生の時は本を読むのが大好きで、ベルヌ
やホームズやルパン全集に夢中でしたが、学生
時代は部活に忙しく、社会人になってからは仕
事や子育で本を全く読まなくなっていました。
初めて沙羅の樹文庫におじゃましてたくさん
の本を見上げて、どれをお借りしてよいやら本
棚の前で迷った私でしたが、今では会員貸出証
が六冊目になり、大好きな作家さんが大勢でき
ました。
良いご本を紹介して頂いたりして、読む本の
ジャンルも広がりました。読書をすることで、
人生がとっても楽しくなりました。本当にあり
がとうございます。これからもどうぞよろしく
お願いいたします。
（山田久子）

★文庫だより100号おめでとうございます。
そして何より、本当にありがとうございます。
普段手に取ることのないさまざまな本の題名と
作者を文庫便りの中でたどり、「へえ、こんな
本もあんな本もあるんだ」と、毎号楽しませて
いただいております。
そこで、日頃の感謝をこめまして、つたない
句を一句、
「月いちの きょうは 文庫だ うれしいな」
沙羅の樹文庫にかかわるすべての方が、健康
で平和で豊かでありますように!（山本エリ）
下
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★文庫便りが 100 号を迎えるなんて、何と時のた
つのは速いのでしょう。今から 8 年ほど前の夏の暑
いある日、柳川先生(コーラス)の火曜クラスで一緒
の中西さんが”今度沙羅の樹文庫ができるんだけ
ど一緒に手伝わない!!”って、まだ一度しか会った
ことのない彼女はにこにこ笑いながら、突然わが家
の庭に現れて言ったものです。
もちろん私も本を読むのが好きだし、伊東市の図
書館の駐車場は狭くて私向きでないので、中西さん
に誘われなくともお手伝いしたいと思っていたの
で、すぐに 2 人でおしかけボランティアになったの
です。
それからは、本の貸し出し、返却のほか、名簿作
りといろいろ仕事はありました。
日曜日に「子どものためのおはなし会」での絵本
の読み聞かせも始まりました。全然経験のない私
は、前日何度も家で読んで練習するのですが、読め
ば読むほどむずかしさがわかり、子どもの反応があ
るのか無いのか、もう何年も経っているのに私自身
満足したことは、ほんの数回という有様です。でも
時には、反応が私にも伝わる時があり、その時はう
れしいですね。
うれしいと言えば、私は毎月５～８冊くらいの本
を読みます。会員さんから”何かおすすめの本はな
いかしら”と尋ねられ、私の読んだ本の中から何冊
かおすすめし、返却時に”おもしろかったわ ”と
言ってくださる時は、ホッとすると同時にうれしい
ものです。
そして、文庫でもう一つのうれしいことは、子育
て経験のない私にとって、子ども会員たちの成長で
す。それは私の想像を超えていて、とてもびっくり
驚いてしまうことが何回もありました。
少し例をあげてみますね。
小学３年生の時、A ちゃ
んが、文庫の詩を作って
くれたこと、いつもおか
あさんにまとわりついて
いた S 君が小１になって
「海の日のおはなし会」
で落語<道具屋>を楽しそ
うに語ってくれたこと。
多鹿弦君作品 （月のセ
ーターを編むアナベル）

★毎月１回、大室山を見上げながら、ハイキング気
分で、沙羅の樹文庫に向かいます。文庫の扉を開け
ると、スタッフの皆さんの笑顔が上質な時間の始ま
りの合図です。
11月は、詩人の井坂洋子さんの本『はじめの穴
終わりの口』（幻戯書房刊）に出会いました。この
題名と表紙の絵のシュールな感じにひかれて借りま
した。井坂さんの選んだ詩がはじめにあり、その後
に井坂さんのエッセイが続きます。詩に触発され、
感受性の針が動き、作家の子供時代のことや、家族
のことが書かれています。詩人である井坂さんが書
く文は「思い」がからだの中を一巡してきた言葉の
ように思いました。時々非日常的な感覚もあり、と
てもおもしろく読みました。
私も詩や音楽などから触発され、心の深い所から
感受性の針がど〜んと動くのを待ち望んでいます。
幻戯書房についても触れたいと思います。南木佳
士さんも、今回の井坂さんも、辺見じゅん（幻戯書
房創始者）さんや若い編集者へ、心からの感謝の気
持が書かれていました。この出版社は私の好みの本
を出してくれる所かなあ、と興味を持ちました。
本とは、作家がいて、よい編集者、発行者がいて
出来上がるものとつくづく思いました。
そして、私達は身近に「沙羅の樹文庫」があり、
日々の生活の中で「読書をすること」をささえても
らっています。本当にありがとうございます。これ
からもよろしくおねがい致します。（内山洋子）
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★速いですね、文庫便りがもう１００号だなんて。何年かに
１度沙羅の樹に伺っておはなしを語っていますが、遠距離会
員として、毎月のおたよりはとってもたのしみです。みなさ
んの熱い思いに触れ、みなさんの読書量にいつも感心し、読
後感想に啓発されて図書館に行って探したりしています。

（町田市・丸岡和
代）
💛お薦めです。
最近私の読んだ本の中から・・・
「思い出せなかった話」須賀敦子著
出典は、『父と母の昔話』（日本エッセイスト・クラブ
編/'96 年版ベスト・エッセイ集 文春文庫）
「夫が死んで、一年とちょっとの月日が経っていた。」
で始まるエッセイは文庫本のほんの 5 ページほどの作
品で、そのときの私の気分にぴったり（？）の長さで
あった。年とともに大作にはなかなか取り組めない体
質になってきているのを感じる。手元にある本のなか
から何か読もうと探した本だったが、はたしてこの本、
いつ手に入れたものやらまるきり記憶にない。須賀敦
子の名にひかれて読んだのだが、近年の自分の体験と
よく似ているのでニヤッとしてしまった。
・・・市電の中で私はあら、おくさん、といきなり声
をかけられた。ふりむくと金色の髪をきちんとセット
して、すばらしいキャメルのコートを着た恰幅のよい
女性。あ、このひと、だれだっけと思い出すひまもな
くその人は亡くなった夫への追悼の言葉を口にした。
別れたあとも誰だったのか思い出せず、やっとああ、
いつかの薬局のレジのリーナかもと、何日後かに確認
にいくのだが、自分の思い違いを知ることになる。そ
して、いまも電車の中の女性がだれだったのか思い出
せない。でも心底悲しんでくれたあの顔は、くっきり
記憶に残っている。

耳なし芳一像
（赤間神宮境内脇）

怪獣の絵をえんぴつで描いた数枚の絵をホッ
チキスで止めて本を作り持ってきて見せてくれ
たので、”わぁー すごい”と感想を言った翌
月、新しく作った怪獣絵本に何と段ボールの厚
紙で表紙をつけて持ってきてくれたのです。も
う感激してしまいました。K 君、また新しい怪獣
の本を作って見せてね。
また、数年前まで低学年用の本を読んでいた
と思ったらもういつの間にかヤングアダルトや
大人の本を読んでいる子もいたり、中２の T 君
は昨年から私たちスタッフの代わりにパソコン
で本の貸し出し返却作業をしてくれたりと、毎
月の子どもたちの成長ぶりは、子どもをもった
ことのない私には大きな楽しみです。
最近少々しんどいと感じる日もありますが、
いろいろなことを思い出すと、会員さんとの出
会いを含めて毎月の２日間はここでの暮らしの
中での大きな楽しみのひとつになっているので
す。西村さんは文庫１０周年を企画していらっ
しゃるようなので、それまではみなさんとお会
いできるように私も元気でいたいと思います。
（森川理恵）

✿

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

★「文庫便り」が 100 号ですって。おめでと
うざいます。寝る時間をけずって、ぶっつけ仕
事をやりこなす西村さんにいつも脱帽！です。
いつまでも文庫スタッフでいたい私は沙羅の樹
文庫が滞りなく続くためにそろそろお年を考え
て、少しずつお仕事を減らしてくださいとお願
いしたいところです。
10 月の伊東芸術祭が終わって、新しく取り
組む４曲の楽譜を先生からいただきました。中
の一つが「スターバト・マーテル」でした。コ
ーラスをやっている方にはおなじみの宗教曲ら
しいのですが、全く初体験の私は、ちょこっと
ユーチューブで聴いてみようと思いました。

巌流島・小次郎武蔵

歌うのは難しそうですが、すてきなメロディ
が流れました。弦楽器やコーラスやいろいろあ
ったので、次々聞いていくうちに、突然「本」が
出てきたのです。直木賞作家・篠田節子の「スタ
ーバト・マーテル」
。
「えっ？」と思いました。本
屋さんに聞いたら在庫があり、すぐに買いに行
って読み始めました。30 年ぶりに会った中学の
同級生のカーステレオからこの曲が流れます。
こんな本との出会いも楽しいです。
しばらく前によんだ「サラの鍵」（タチアナ・
ド・ロネ著 高見浩訳 新潮社 2010．05
刊）
。今年の私の一押しです。戦時中フランスで
起きたユダヤ人迫害の問題を、その事件を追う
アメリカ人女性ジャーナリストの生き方、偶然
の関わりを交えて、1942 年と現代を行ったり
来たりしながら、解き明かしていきます。ドイツ
人が書くホロコーストはたくさんありますが、
フランスでは隠されてきたことをアメリカ人ジ
ャーナリストが追いかける困難さや、そして何
より日本ではよくわからないユダヤ人差別など
もっと知りたいことがありました。
サラがフランス警察に連れ
ていかれる場面はその後が
想像できるのでつらいもの
がありますが、でも納戸に
隠した弟を助けに行くため
に収容所を脱走するところ
では、顔見知りの警官が助
けてくれたり、食べ物や寝
るところを与えてくれる老
２０１４．夫婦がいたりしてほっとで
きます。どの場面（サラの
弦 君 の 読 書 感 立場、その周りの人の立場）
でも、もしそれが自分だ
想画コンクー
ったら・・・と思うと、何を
ル受賞作品
選ぶかは難しい問題です。
左の作品共々、 「平々凡々」というのは、
岩 波 文 庫 棚 上 「いい人生だった」といえ
に 飾 っ て あ り るのでしょうか。
２０１４．１２
ます。
（中西景子）

