文庫あれこれ◆2015 年スタートです。文庫便り 101
e
号をお届けします。◆今日(金曜日)の大室は風もなく、
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つくりかわ
あたたかで、
大島もくっきり、海辺の家々も見えます。

◆みなさん、お元気で新年をお過ごしですか。今年も
本のある暮らしを楽しんでいただけますよう。◆今年
は年女ですので、何とか、心機一転、健康も取り戻し、
よい年にしたいと思います。◆新年早々内輪話で恐縮
ですが、正月はじめ、主人が 19 年乗り続けているボ
ロ愛車を運転して、北海道の新勤務先へ赴任しました。
毎日雪が降って氷点下だそうですが、病院から 20 メ
ートル、隣はスーパー、300 メートル歩けばおいしい
ご飯とお酒のお店がありの住環境、町営温泉、プール
は貸し切り状態、何より好きなバドミントンも町営ク
ラブに入り（みなさん、思いのほか手ごわいらしいで
すが）、と、新天地を楽しんでいるようです。でも超ロ
ーカルな病院ははじめてなので、いろいろな患者さん
に出くわすようです。◆下は送られてきた道中のスナ
ップです。
愛車で美幌へ
あと 44km

2015 年
✿開館スケジュール✿
◆2 月は通常 14 日(土)15 日(日)
◆3 月は通常 14 日(土)15 日(日)
◆4 月は変則 25 日(土)26 日(日)
◆5 月はアートフェスティバル参加
変則 12 日(火)～17 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

町の標識

2015 年１月に読んだ本についての感想
2015 年１月 23 日

By 森林浴

『日本―喪失と再起の物語―黒船、敗戦、そして３．１１
―上・下』 デイビッド・ピリング著 仲 達志訳
早
川書房刊 ２０１４年１０月初版
出たばかりの上下合わせて約６８０頁ある大冊。読むの
に時間がかかるが、とても読みやすい本に仕上がって
いる。
著者は英国の権威ある著名な新聞―Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｔｉｍｅ
ｓ－の 2008 年までの７年間日本駐在員であった人で、
評価の高い本のようだ。「描きたいと思っていたのは、
次々と押し寄せる困難に立ち向かい、その都度不屈の
精神で乗り越えてきた国民の肖像」で、このきっかけは
なによりも、2011 年の大震災だった。
ジャーナリストらしい読みやすいバランスのとれた文章
で、原文がいい文章である上に翻訳者がとても腕がい
いという印象を持った。
ピリングはかってこの文庫の読書感想で取り上げた ジ
ョン・ダワーの名著「敗戦を抱きしめて」を大いに評価し、
意識しているようだが、本書はダワーの本のような強い
洞察力と分析が貫いた歴史解析の本というより、いか
にもジャーナリストらしく広範な事実関係をバランスよく
拾い上げていて、上質の新聞を読んでいるような気分
にさせる本である。
驚くほど多くの人に取材しており、たとえば東条英機も
と首相の孫娘、東条由布子からは、太平洋戦争は「防
衛戦争」であったし、東京裁判はそもそも「無効」だった、
という主張を、小説家の桐野夏生からはその著書「ＯＵ
Ｔ」で日本女性が「内側に激しい怒りを秘めている」こと
を書いたのだと、また藤原正彦からは著書「国家の品
格」で、日本が軍国主義に身を落としていったのは、日
本人が武士道の価値観を捨てて欧米的な考え方を受
け入れたせいだとの主張を聞いて記録している。
われわれ日本人から見ると、もうそれは分かっていると

長田弘・作

今日あなたは空を見上げましたか。
空は遠かったですか、近かったですか。
雲はどんな形をしていましたか。
風はどんなにおいがしましたか。
あなたにとって、いい一日とはどんな一日ですか。
「ありがとう」という言葉を今日口にしましたか。

可愛いでしょ

◆今月もたくさん、
新刊を入れました。
お気にいりの本を見つけ
てください。最新芥川
賞、直木賞作品もあり
ます。また、大人から
子どもまで、古事記関
係の本も。古への神様
も面白いですよ。
◆私の今年の希望は、
月のうち、もう少し
ここにいて、文庫の
よく飛び出してくるそうです。
本が読みたい!です。
◆今年は昨年のような大雪がないよう願いたいです
ね。今年もよろしくお願いいたします。（西村）

最初の質問

窓の向こう、道の向こうに、何が見えますか。
雨の滴をいっぱいためたクモの巣を見たことがありますか。
樫の木の下で、あるいは欅の木の下で、
立ち止まったことがありますか。
街路樹の木の名前を知っていますか。
樹木を友人だと考えたことがありますか。

イカ釣り舟の灯りと月（下北半島・下風呂温泉で）

沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737
http://www.saranokibunko.com

いうことも多いが、日本のこの２００年の歴史を要領よく
復習・再確認するのにも好適なテキストブックとも言え
よう。
『秋たちぬ』 寺山修司著 田中未知編 岩波書店刊
２０１４年１１月第１版
前月寺山の歌集『月蝕書簡』の感想文を書きましたが、
これはそれと同じように彼の中学時代から青森高校時
代にかけて彼がノートに書き散らしたメモを田中未知が
編集して出来上がった詩集。寺山の多才はまず詩作か
ら始まり、俳句に進み、さらに短歌にと進んだらしいが、
実は詩作については殆ど知られておらず、この本が初
めての詩集であるという。彼の活動はその後さらに演
劇へ、そして映画製作へと展開してゆく。
青森出身の文芸評論家三浦雅士は、「寺山は天才であ
ったと思う」として、大岡信・谷川俊太郎・寺山修司とい
う 3 人の詩人は年を経るごとにその存在が巨大になる、
と本書の後書きに記している。
私の個人的な好みとしては、たとえば（118 頁からの）
「白い講堂は/ 初夏の匂いがしていた/ ピアノは/ 空
気の乾きを転がる」から始まる「音楽会」などですね。
『帝国の慰安婦―植民地支配と記憶の闘いー』 朴裕
河著 朝日新聞社刊 ２０１４年１１月第１版
正直言って、この問題にはもういささかうんざりという感
じですね。植民地時代の嫌な記憶からなんでも日本の
ことにイチャモンを付けたがるように見える韓国と、もう
いい加減にしろよ、という気分の日本の間で論ずれば
論ずるほどピントがずれてもつれてくるこの問題。
朴裕河（パク・ユハ）は 2005 年に「和解のためにー教科
書・慰安婦・靖国・独島」という本を書き、朝日新聞社の
「大佛論壇賞」を受賞した人。しかし新しく 2013 年に本
書を韓国で出版した（日本で出版する 1 年前に韓国で
出版）ところ、その問題提起が広く公論化されることは
なかったし、それどころか韓国の慰安婦支援団体から
元慰安婦の名誉を棄損したとして民事・刑事で告訴さ
れる事態になっているという。著者の問題提起を要約
すれば、「日本軍のみを慰安婦の加害者として特殊化

この前、川を見つめたのはいつでしたか。
砂の上に座ったのは、草の上に座ったのはいつでしたか。
「美しい」と、あなたがためらわず言えるものは何ですか。
好きな花を七つ、挙げられますか。
あなたにとって「わたしたち」というのは、だれですか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (後略)。

したことは、運動に致命的な矛盾をもたらした。なぜな
らば、本来フェミニズム（女性の人権を認める）とポスト・
コロニアリズム（植民地を拡げる帝国主義の克服）に基
づく「 国家」批判 だったはずの運動を、 批判対象を「日
本」という固有名詞に限定したことで、慰安婦問題を（男
性と国家と帝国）の普遍的な問題として扱うことを不可
能としたからであると、広い展望を踏まえた立場から見
事に提示している。（下線とカッコ内の斜字は私がつけ
ました）
このようなあくまで冷静に、公平に、事態の核心から論
じようとする態度は見上げたものだが、こういう冷静な
論理を一般大衆（特に韓国の）理解に持ってゆくことは
可能なのかと心配である。実際彼女は今日本側の肩を
持ったとされて韓国挺身隊問題対策協議会⁻俗称「挺対
協」などに袋たたきにされる惧れさえもあるのではない
か。

💛寄贈していただきました💛
百 田 尚 樹 『 永 遠 の ０ 』（ 講 談 社 文 庫 ） ID16013
『モンスター』
（幻冬舎文庫）ID116014『輝く夜』
( 講 談 社 文 庫 ) ID16015 『 影 法 師 』 ( 講 談 社 文 庫 )
ID1601６
池井戸潤著『金融探偵』(徳間文庫）ID16020『かば
ん屋の相続』(文春文庫) ID16017『株価暴落』(文春
文庫) ID1601８
『旅行鞄にはなびら』(伊集院静著 文春文庫)
ID16019
『疫病神』(黒川博行著 角川文庫)
ID16027
『渋江抽斎』（森鴎外 岩波文庫）
ID16009
『ガウディの鍵』(エステバン・マルティン著 木村
裕美訳 集英社文庫)
『ブラックアウト
上・下』(マルク･エルスベルグ著 角川文庫) エステ
バン・マルティン著 木村裕美訳 集英社文庫）
ID16011～２
『1Q84 BOOK1 前・後、 BOOK2 前・後、
BOOK3 前・後』(村上春樹著 新潮文庫) ID16
021～26

🌼村山誠子さん（森川さんの友人）、
ありがとうございました🌼

伊・豆・高・原・便り

外伝

90 日間ブラジル滞在記(14.8.6～11.4)
岡谷

不二子

この世は一寸先に何が起きるかわからない
不思議に満ちている。
昨年、萩原農園の桜まつりで F さんと知り合
ったのが発端で、私は言葉も文化もわからない
ブラジルにひとり出かけることになった。竹細
工と和紙細工を教える名目で。
サンタカタリーナ州ラーモスは、春なのにと
にかく寒くて、綿入れを借りて８月を過ごし
た。ホームステイ先はゆるやかな丘の上に建
ち、地平線が 360 度見渡せた。広大な土地。朝
の 4 時には鶏の鳴き声で目が覚めた。ゆったり
のんびりした生活だったが、時差 12 時間、慣
れるまで気を張る毎日だった。
火・木は竹細工、金・土は和紙細工を教える
ことになった。教材はなく、手土産を分解して
の手作りで準備した。みなさんの意気込みが真
直ぐに伝わってきた。
ラーモス日本人移住地の方たちは、日本人の
心「やまとごころ」をとても大切にしている。
剣道、武道、礼法。そして陽気で楽しい。
イベント会場では、振袖を着た子どもたちが
「さくらさくら」を踊ったり、はっぴ姿で和太
鼓の演奏もあり、焼きそば・おでん・煎茶に和
菓子と、まさに日本のまつりそのものだった。
京都古流のフランシスカさんと、私の池坊で、
IKEBANA のコラボレーション。さらに舞台で、
ステイ先の O 夫人のヴァイオリン伴奏で、日本
語学校の先生と一緒に、日本の歌を合唱した
り、と楽しんだ。

15．1 月に入った子どもの本
〈読み物〉
『ビルマの竪琴（少年少女日本文学館 14）』
（竹山
(土)15
日(日)
道雄作 講談社
2009）ID11430
『秘密の道をぬけて』
（ロニー・ショッター作 千
葉茂樹訳 あすなろ書房 2004）ID11427※HN
さんから寄贈
『ほんとうに、怖がらなくても
いいの？』（ペローほか著 くもん出版 2014）
ID11428※寄贈
『マクベス（シェイクスピ
ア名作劇場）
』
（
シェイクスピア原作
斉藤洋訳 あ
９
すなろ書房 2014）ID11429
『夏の魔法—
ペンダーウィックの四姉妹』
（ジーン・バーズオー
ル作 小峰書店 2014）ID11431
『母さん
が消えた夏』（キャロライン・アンダーソン作 講
談社 2014）ID11432
『真夜中の電話—ウ
ェストール短篇集』
（R・ウェストール作 徳間書店
2014）ID11433
『いとの森の家』(東直子
著 ポプラ社 2014)ID11439 ※書かれている
時代は小学生ですが内容は大人向きかもしれませ
んが、字が一般書より大きいので児童書としまし
た。
『カーディとお姫さまの物語』
（マクド
ナルド作 脇明子訳 岩波少年文庫）ID11448
〈絵本〉
『おもちのきもち』（かがくいひろし作・絵 講談
社）ID11445
『ぼくからみると』
（高木仁三
郎ぶん 片山健え のら書店 2014）ID11437
『変わり者ピッポ』（トレイシー・E・ファーン文
ポー・エストラーダ絵 光村教育図書 2010）
ID11438
『海彦山彦』
（西本鶏介文 藤川秀
之絵 ポプラ社）ID11440
『ヤマトタケル』
（那須正幹文 清水耕蔵絵 ポプラ社）ID11441
『わたしのひかり』（モリー・バンク作 さくまゆ
みこ訳 評論社 2011）ID11442
『お金の
ない王女のはなし』
（アーシュラ・ジョーンズ文 サ
ラ ・ ギ ブ 絵 石 井 睦 美 訳 BL 出 版 2014 ）
ID11443
『ありがとう、チュウ先生』
（パト
リシア・ポラッコ作 さくまゆみこ訳 岩﨑書店
2013）ID1144４
『ぼくはきみで きみはぼ
く』

みんな明るい。女性同士の挨拶はハグ。それ
を見て、一世の方の苦労は多く、泣いたり慰め
あったりした時代の名残りなのかと思った。
10 月は、自分の中の日本を伝えたいと精一
杯頑張った。
帰国後、ラーモス日伯文化協会長の来訪を受
け、わが家に 2 泊され、伊東・小室桜の母樹を
見られたり、森のボランティアの活動・竹林整
備や作業内容を見学された。

小学校の図書室

日本の本はコミックばかり

伊東市自然歴史案内人会のメンバーと食事
をしながら話を聞き、大いに参考になった、と
喜んでくださった。
今年になって、青い目の姪御さんを連れた S
さんが泊まられ、伊東市を観光、お土産をたく
さん買って帰られた。
私の訪問が枝を広げ、民間での交流につなが
ると、不安と喜びのギュッと詰まった 90 日間
も私にとって素晴らしい思い出になる。そして
留守中元気でいて
くれた夫に深謝。

『言葉を忘 れた 民族は
やがて其の活力を失う』
(日本語とポルトガル語で
小学校内の正面上の壁に掲
示されていた)

市場はどこもカラフル

く』 (ルース・クラウス文 モーリス・センダック
絵 江國香織訳 偕成社 2014）ID11447
『ゆうぐれ』（ユリ・シュルヴィッツ作 さくまゆ
みこ訳 あすなろ書房 2014）ID11446
『くすのきだんちはゆきのなか』（武鹿悦子作 末
崎茂樹絵 ひかりのくに）ID11450
『おばけのケーキ屋さん』(SAKAE 絵・文 マイ
クロマガジン社 2013) ID11452
『ゆきがふる』（蜂飼耳ぶん 牧野千穂え ブロン
ズ新社 2013）ID11451
『おかあさんの顔』
(ロデイ・ドイル文 フレヤ・ブラックウッド絵 フ
レーベル館 2013) ID11454
『ママのスカ
ート』(キャロル・フィブ文 ドロテ・ドモンフレッ
ド絵 木村カエラ訳 千倉書房 2013) ID11456
『わたしは樹だ』（松田素子文 nakaban
絵 アノニマ・スタジオ 2014）ID11449
〈ノンフィクション〉
『どんぐりの呼び名事典』（宮國晋一写真・文 世
界文化社 2014）ID11434
『ここにいるよ! ナメクジ』(皆越ようせい写真・文
ポプラ社 2014) ID11435
『クモ—田んぼの生きものたち』
（新海栄一/緒方清
人文・写真 農山漁村文化協会 2014）ID11436
★広瀬おばさんからの続きは 2 月に★

〈文庫〉
『二度はゆけぬ町の地図』
（西村賢太著 角川文庫）
ID15955
『苦役列車』
（西村賢太著 新潮文
庫）ID15956
『寒灯・腐泥の果実』
（西村賢
太著 新潮文庫）ID15957
『根津権現裏』
（藤澤清造著 新潮文庫）ID15958
『藤澤
清造短篇集』（西村賢太編 新潮文庫）ID15959
〈寄贈〉
『住んでみたいヨーロッパー9 勝１敗で日本の勝
ち』(川口マーン恵美著 講談社＋α 新書 2014)
ID16008(中西さんから)※request

15.1 月に入った大人の本
〈エッセイ・伝記・ノンフィクション〉
『過去は死なない メディア・記憶・歴史』
（テッサ・
モーリス‐スズキ著 田代泰子訳 岩波現代文
庫）ID15966
『ピアノを弾く哲学者』
（フランソワ・ヌーデルマ
ン著 太田出版 2014）ID15985
『死に支度』（瀬戸内寂聴著 講談社 2014）
ID15992
『少し湿った場所』（稲葉真弓著
幻戯書房 2014）ID15982
『舞をどり』
（梅
津貴昶著 淡交社 2014）ID15983
『人間、やっぱり情でんなぁ』
（竹本住太夫著 文
藝春秋 2014）ID15995
『ひみつの王国—評伝石井桃子』（尾崎真理子著
新潮社 2014）ID15986
『『青鞜』の冒険』
（森まゆみ著 平凡社 2014）ID15993
『
「この国のかたち」を考える』
（長谷部恭男編 岩
波書店 2014）ID15994
『たった独りの外
交録』（加藤嘉一著 晶文社 2014）ID16006
『見てしまう人びと』（オリヴァー・サックス著
大田直子訳 早川書房 2014）ID16005
＜古事記関係＞
池澤夏樹訳『古事記（日本文学全集０１）』
（河出書
房新社 2014）ID15969
三浦佑之訳・注釈『口語訳古事記〔完全版〕』
（文藝
春秋 2012）ID15970
三浦佑之著『古事記
を旅する』
（文春文庫 2011）ID15971
三
浦佑之著『古事記（NHK「100 分 de 名著」ブッ
クス）』
（NHK 出版 2014）ID15972
中山千夏著『イザナミの伝言 古事記にさぐる女
の系譜』
（築地書館 1998）ID15973
中山
千夏著『『古事記』に聞く女系の木霊』(御茶の水書
房 2003) ID15974
中山千夏絵・文『いろ
どり古事記』（自由国民社 2006）ID15975
浅野温子著『わたしの古事記「浅野温子よみ語り」
に秘めた想い』
（PHP 研究所 2013）ID15977
は し の 蓮 著 『 日 本 神 話 伝 』 ( 飛 鳥 新 社 2014)
ID15976
大人の本、次ページに続く→

〈小説〉
『親愛なる』（いとうせいこう著 河出書房新社
2014）ID15978
『闇に香る嘘』
（下村
敦史著 講談社 2014）ID15980※江戸川乱歩
賞受賞
『リバーサイド・チルドレン』
（柿崎
優著 東京創元社 2014）ID15981
『夜
の木の下で』
（湯本香樹実著 新潮社 2014）ID
15979※request
『キャプテンサンダーボ
ルト』
(阿部和重、
伊坂幸太郎著 文藝春秋 2014)
ID15999
『晩鐘』
（佐藤愛子著 文藝春秋
2014）ID16000
『九年前の祈り』
（小野
正嗣著 講談社 14）ID16001※152 回芥川賞
受賞
『サラバ!
上・下』
（西加奈子著 小
学館 2014）ID16002〜3※152 回直木賞受賞
『ヴィクトリア女王の王室』
（ケイト・ハバード著
橋本光彦訳 原書房 2014）ID16004
〈文庫〉
『赤の他人の瓜二つ』（磯崎憲一郎著 講談社文
庫 2014）ID15987
『たくさんのタブー』
（星新一著 新潮文庫）ID15988
『紙の
月』
（角田光代著 ハルキ文庫 2014）ID15989
『外骨という人がいた』（赤瀬川原平著 ちくま
文庫）ID15998
『五十鈴川の鴨』
（竹西寛
子著 岩波現代文庫 2014）
ID15990
『夢
十夜他二篇』
（夏目漱石作 岩波文庫）ID15960
『今昔物語集 本朝部 上・中・下』
（岩波文庫）
ID15961〜3
『新訂徒然草』
（西尾実・安
良岡康作校註 岩波文庫）ID15964
『宮
沢賢治のオノマトベ集』（栗原敦監修 杉田淳子
編 ちくま文庫）ID15965
『スウ姉さん』
（エレナ・ポーター著 村岡花子訳
河出文庫 2014）ID15991
『霊の棲む島』
（カミラ・レックバリ著 富山クラーソン陽子訳
集英社文庫 2014）ID15996
『卵のよう
に軽やかに』
（エリック・サティ著 秋山国晴/岩
佐鉄男編訳 ちくま学芸文庫 2014）ID15997
『人生処方詩集』
（エーリッヒ・ケストナー著 小
松太郎訳 岩波文庫 2014）ID16007
『迷宮としての世界 マニエリスム美術 上・下』
（グスタフ・ルネ・ホッケ著 種村季弘/矢川澄子
訳 岩波文庫）ID15967〜8

