文庫あれこれ◆3 日間強風が吹き荒れた大室も今
日は穏やかです。◆文庫には今年、小６はいなかっ
たと思いますが、中 3 の人は新たに進む高校が決ま
った頃でしょうか。今までより広い世界が待ってい
るわけで、楽しくもあり、不安もあると思います。
学校生活も忙しくなり、文庫へ足を運ぶ時間もなく
なるでしょうが、読みたい本があったらぜひ
request してくださいね。◆昔 40 代の後半、会社
勤めをしていたころ、子育てやら仕事やらでアップ
アップして自分を開放したくなり、四国八十八カ所
を、休みを利用し 7 回くらいに分けて歩き通しまし
た (前にも書いたかな)。良かったことはひたすら歩
き続けることで自分を無に近い状態にできたこと、
あそこに行けば何とかなるという思いを持てたこ
とでした。先日主人のいる北海道に行き 1 週間でし
たが、自分を普段の生活の場から離す(放す)よさを
再確認できました。◆あれから 4 年、3.11 の日、
日本ペンクラブ子どもの本委員会による<フォーラ
ム・ポスト 3.11・子どもたちの未来、子どもの本
の未来>を考えるシンポジウム (さくまゆみこ、
森絵
都、朽木祥、那須田淳、芝田勝茂参加)に行ってきま
した。子どもの本の書き手、作り手、手渡す者は今、
これから何を考えていかねばならないか、感じるこ
とがいっぱいありました。シンポの始めに、あらゆ
る災害が起きたときの弱者である、子ども(お年寄
りはもちろん)と動物ということで、3.11 後警戒指
定区域(20 キロ圏内)でおきざりにされた猫、犬に
餌をやりに行き続けている報道カメラマンの太田
康介さんの話と映像を見ました。何も言わない動
物、ショックでした。そして、危険を承知でも行か
なければ伝えなければならないことがある(故後藤
さんに触れて)という言葉、それから今回の表紙の
『希望の牧場』の主人公吉沢正巳さんのもう役に立
たなくなった(人間にとって)肉牛をあの日から生か
せしめているおれは牛飼いだ、先に希望があるのか
絶望なのか、牛飼いだから残された 360 頭の牛に
餌をやり水をやる。お二人のナマの言葉は胸に刺さ
りました。◆Ｍさんのうちにもらわれてきた N は
元気💛おとうさんに連れ垂れて文庫の日にはやっ
てきます。◆別れの季節から出会いの季節へ春はす
ぐそこです。（西村）
相変わらず駐車にはご留意ください。お願いします。

No.103 2015 年 3 月号

✿2015 開館スケジュール✿
◆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)
★17 日は若葉のころのおはなし会
◆6 月は通常 20 日(土)21 日(日)
◆7 月は通常 18 日(土)19 日(日）
★19 日夕方は海の日のおはなし会
★20 日（祝日）午前は、開館記念・
子どものためのおはなし会
◆8 月は変則 14 日(金)～18(月)long
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

福島原発の警戒区域内に取り残された「希望の牧場・
ふくしま」のことをもとにつくられた絵本
(森絵都作 吉田尚令絵 岩崎書店 2014)
文庫にあります。読んで見てください。
福島は他人事ではない、次はあなたの番ですよ。と、
牛飼いの吉沢さんは言います。

せっかく生まれてきたこの世で「自分の人生
流氷の女（オホーツクの海・斜里ちかくで）

き方のほうが幸せなんですね。

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

（西村）
動物

2015 年 3 月に読んだ本についての感想・１
2015 年３月 12 日
『哲学散歩』 木田 元著
2014 年 12 月 第２版

By 森林浴
文芸春秋社刊

2014 年 8 月に亡くなったこの哲学者は終戦後一時闇屋を
やって食いつないだというエピソードがある。この本はタイ
トルが示すように、哲学の論理を展開した本ではなく、学
者生活の間に見聞きした世界の哲学者などに関する挿話
の集大成であるので、気楽に読むことができる。第 9 回ま
ではギリシャ哲学、第 10 回からはデカルトから始まって、
ハイデガーまでの割と新しい哲学者のお話である。木田
氏はどうやらハイデガーがもっとも気になるように感じられ
た。

『読書脳 ぼくの深読み 300 冊の記録』 立花 隆著
文藝春秋社刊 2013 年 12 月第１版
最近、「知の巨人」という言葉が良く出てくるが、いったいど
んな人を指していうのだろうか。思いつくとしたら、この立
花隆、そして最近めちゃくちゃに書きまくっている佐藤優な
どだろうが、古いところでは南方熊楠なども挙げられよう。
とにかく何でもよく知っていて、猛烈な勢いで常に学習して
知識量を拡大している人という定義でよいだろうか。この
本は立花が 2006 年から 2013 年まで読んだ印象に残る書
物約 300 冊の読書記録である。彼はフィクションには興味
が無くなったという、だから文学は殆ど出てこないが、政
治・経済・科学・宗教・歴史・芸術とあらゆる分野に亘る書
物を読んでいる。結構何万円もする高価な本も多い。300
冊を子細に見てゆくと、どうも面白い本は２０００円以上出
さないとダメらしい。原発に関しては、彼は徹底的に肯定
派で、フクシマで起こったことは、第 1 世代、第 2 世代の古
い原発に起きた事故であって、現代の最先端の原発では
決して起こりえない事故である、とフランス人クロード・アレ
グレ、ドミニク・ド・モンヴァロンの『フランスからの提言 原
発はほんとうに危険か？』を読んでその内容に同意し、強
調する。しかし今問題になっている最終処分場については

をどんな物語に仕上げていこうか」という生

どうなっているか、ここでは出てこない。
なお立花の本の６４頁と３２９頁には、それぞれダイアナ妃
と原節子のファンには「えっつ、まさか」と驚くような言及も
ありますよ。

『池上 彰が読む 「イスラム」世界』 池上彰著
Kadokawa 刊 2014 年 12 月 第３版
最近私はこの著者池上彰の登場で、新たに「解説業」とい
う職業が生まれたと感じています。これは実に時代が要求
していた職業で、まだ今から真似する人が何人も現れるで
しょう。（本に雑誌にＴＶに出っ放しで知識を披露している
池上彰は私の分類では「解説業を確立した解説屋第 1 号」
ということになるかも。）図解が沢山入っていて、字も大きく、
実に読みやすい、わかりやすい本で助かる。第２章―07
－にあるように、そもそも中東世界を混乱に陥れた元凶は
イギリスであり、むかし夢中になって見た映画「アラビアの
ロレンス」にはその一端が示されていました。今は紳士・淑
女の国として世界に君臨しているイギリスの罪深さは決し
て忘れてはいけないのです。（中国を、清の時代に、アヘ
ン戦争をきっかけに、好きなように食い物にしたその筆頭
はイギリスで、各国の帝国主義的侵略のきっかけ作った
のです。つい先年まで香港を９９年間も租借していました。）
そのあと９．１１の報復として間違った情報に基づいてイラ
クに、さらにアフガニスタンに攻め込んだのは米国であり、
まったくアングロサクソンは罪深いと思ったことでした。

『詩魂』 高 銀・石牟礼道子 著
２０１５年１月第１版

藤原書店刊

韓国の詩人 高銀と「苦海浄土」を書いた石牟礼道子の、
対話というより相互の呼びかけ・掛け合いとでもいうべき
対話の記録である。本に付いていた藤原書店のパンフに
この本の紹介文があったが、「ふたりの“知の巨人”の対
話」とあったが、“知”の巨人というのはちょっと違和感があ
る表現で、この二人は感性の巨人、直覚に冴えた詩人と
いうべきであろうと感じた。

河合隼雄

♡平常時でも非常時でも、若いときも年老いても
こんな気持ちで歩きつづけたいものですね。♡

『日本国最後の帰還兵 深谷義治とその家族』
谷敏雄 著 集英社刊 2014 年 12 月第１版

深

全く驚くべき記録。読んでいて腹が立って仕方がなかった。
平凡な一人の日本兵を特殊中の特殊な任務につけて敗
戦後も兵役から解除せず、その人生を滅茶苦茶にした日
本国の軍部とは一体何だったのか。
島根県太田市の貧農の子として生まれた深谷義治は徴
兵で中国戦線に派遣され、その後日本軍の憲兵に昇格し
た。（憲兵になることは「昇格」なのだ。）憲兵としても優秀
な成績を上げた深谷は特命を受けて中国人女性と結婚さ
せられ、中国人として中国に紛れ込み、日本国のスパイと
しての特殊任務を実行する。どこの国にもスパイ活動はあ
る。そこまでは分かる。しかし問題は 1945 年日本が連合
国に降伏してからだ。彼は上官の某司令官代理に、「日本
軍が降伏してもそのまま中国に紛れ込んでスパイ活動を
続けよ」、という指示を受け、それに従ったことだ。彼はそ
れが国際法違反である、と知っていた。しかし上官の命令
に従わなければならない、と信じて従った。 この点は重
要で、フィリッピン・ルパング島で終戦後 29 年後に発見さ
れ帰国した小野田寛郎少尉のケースとは違う。小野田少
尉は日本が負けたことは知らなかったのだ。
その後深谷は共産中国軍に逮捕されてスパイであること
を自白するように拷問されるが、彼は頑として自白を拒否
したため、20 年間にわたる地獄の中国抑留―獄中生活を
やむなくされた。（スパイであると自供すれば、解放され日
本に帰国できると分かっていたが、彼は上官の命令を順
守するとしてスパイであったことを自白せずついに秘密を
守り切った。）一方で彼に秘密任務を命じた上官は帰還し
て生き延びて、故国で（おそらく高い軍人恩給を受け取り）
悠々と生活していたのだろう。しかし深谷はこの本でもつ
いにその上官の氏名を（迷惑をかけたくない、と思ってか）
公表していない。驚くべきはこれだけの苦難を生き延び
1978 年に解放されて帰国できた深谷は（昨年 2014 年 6 月
現在、）99 歳でまだ故郷の島根県太田市で生きていること
だ！

★もう 1 冊の感想文を文庫便り２の方に続いて掲載。
お見逃しなく★

2015 年 3 月に読んだ本についての感想・続
き

3 月 12 日

By 森林浴

『マオ－誰も知らなかった毛沢東 上巻』 ユン・
チアン、ジョン・ハリデイ 著 土屋京子訳 講談社
刊 2006 年９月第９版
出版されてからもう 9 年目のちょっと古い本ですが、共産
中国の建国の英雄―毛沢東について徹底的に調べて書
いた本。上・下巻でなんと１０００頁の長編ノン・フィクショ
ン。内容ははっきりしていて、著者は毛沢東がいかにワ
ルイ奴だったかをこれでもか、これでもか、と際限なく例
・・・✿
証しているのである。毛沢東はなんと 7000 万人以上の
中国国民を死に追いやったと言う。読んでいるうちに、う
んざりして、なんでそんな悪い奴が中華人民共和国の最
高指導者となり、いまも北京の天安門広場で大きな肖像
画でデカイ面をしているのか、という気がしてくる。確かユ
ン・チアンの前の作品「ワイルド・スワン」は毛沢東の悪
評高い中国の「文化革命」の大災害を書いていたが、毛
はその以前の「大躍進政策」でも大失敗をやらかしてい
る。私が個人的には好きな周恩来が晩年膀胱がんに苦
しんでいたとき、毛沢東は周恩来が医者にかかれないよ
うにひそかに企んだとも言われる。毛の性格は陰険・権
力志向・冷酷無残・悪賢い・やっかみが強い・好色、とい
いところなしだが、こういう極悪人でないとあの混乱の極
にあった中国の統一はできなかったのかもしれないが。
当時の中国共産党はスターリンのソビエト連邦の完全支
配下にあったが、どういうものか毛はソ連に受けが良か
ったらしい。私個人はどちらかと言えば、日本陸軍が満
州を手に入れてのち、さらに中国本体に攻め入って蒋介
石率いる国民党軍を攻めたのは大失敗で、なんとか蒋
介石と提携して毛の率いる中国共産党軍（ソ連の手先）
を駆逐するのを助け、中国を甦らせた方が良かったよう
に思う。（現に毛はのちに日本軍が蒋介石軍を攻めてく
れたので、共産軍は勝利して中国を完全に支配すること
ができた、と明言した。）この点中国に攻め込むのは絶対
に止めよと言った例の満州国で活躍した陸軍参謀－石
原莞爾はさすがだったと思うんですね。

15 年 3 月に入った子どもの本
≪絵本≫
『おおはくちょうのそら』(手島圭三郎絵・文 絵
本塾出版 2015)
『槍ケ岳山頂』
(土)15ID11486
日(日)
(川端誠作 BL 出版 2014) ID11485
『ほう
れんそうはないています』(鎌田實文 長谷川義史
絵 ポプラ社 2014) ID11467※福島の野菜
『ひみつのプクプクハイム村』(ミヒャエル・ゾー
ヴァ作・絵 木本栄訳 講談社 2013) ID11487
『ガール・イン・レッド』(ロベルト・インチェ
９ここから
ンテイ原案・絵 アーロン・フリッシュ文 金原瑞
人訳 西村書店 2013) ID11488※現代版赤頭巾
『かえでの葉っぱ』(D・ムラースコヴァ―文 関沢
明子訳 出久根育絵 理論社 2012) ID11489
≪読み物≫
『ふたりのイーダ』(松谷みよ子作 司修絵 講談
社)ID11484※request
『ちいさいモモちゃん』(松谷みよ子作 講談社
2007・92 刷) )ID11509※寄贈感謝。くしくも
2 月に亡くなった松谷さんの読み継がれ本が 2 冊
入りました。
『リフカの旅』
（カレン・ヘス作 伊藤比呂美訳 理
論社 2015）ID11491※request
≪ノンフィクション≫
『ダイヤモンドより平和がほしい』(後藤健二著
汐文社 2005) ID11490※イスラム国で亡くなっ
た後藤さんの著書。親子で読んで考えてください。
阿寒湖のホテル『鄙
の座』でお雛さまと。

雛祭りの歌に合わせて・・・
Ｏさんのかわいい自作のペ
ープシアター（2 月文庫で）

沙羅の樹文庫だより１０３－２

15 年 3 月に入った大人の本
≪フィクション≫
『透明カメレオン』(道尾秀介著 角川書店
2015)ID16056
『砂漠の青がとける
夜』
（中村理聖著 集英社 2015）ID16068
『島と人間』
（足立陽著 集英社 2015）
ID16069
『みずうみのほうへ』
（上
村亮平著 集英社 2015）ID16070
『香港特急』
（山本一力著 文藝春秋 2015）
ID16071
『女たちの審判』
（紺野仲右
ヱ 門 著 日 本 経 済 新 聞 出 版 社 2015 ）
ID16072
『新訳説教節』(伊藤比呂美
著 平凡社 2015) 5)ID16059
『1941 年パリの尋ね人』(パトリック・モ
ディアノ著 白井成雄訳 作品社 1998)
ID16057※request
『海を照らす光』
（Ｍ・Ｌ・ステッドマン著 古屋美登里訳
早川書房 2015）ID16073
≪エッセイほか≫
『麦主義者の小説論』（佐伯一麦著 岩波書
店 2015）ID16080
『今日も一日き
みを見てた』
（角田光代著 角川書店 2015）
ID16074
『台湾の歓び』
（四方田犬彦
著 岩波書店 2015）ID16075
『永
い言い訳』（西川美和著 文藝春秋 2015）
ID16076
『読まされ図書室』(小林聡
美著 宝島社 20145)ID16058
『深
読み読書術』
（白取春彦著 三笠書房 2015）
ID16077
『講談社の絵本の時代－昭
和残照記』（永峯清成著 彩流社 2014）
ID16078
『絵本ありがとう』
（足立茂
美著 今井出版 2010）ID16067

★広瀬おばさんからの続き・・・★
≪絵本≫
『おたすけこびとと赤いボタン』
（なかがわちひ
ろ文 コヨセジュンジ絵 徳間書店 2014）
ID11496
『森こびとのニム だいかつや
く 』 ( 勝 山 千 帆 作 ・ 絵 徳 間 書 店 2014)
ID11497
『とっくんトラック もりへぶ
ぶー』
（いわむらかずお作・絵 ひさかたチャイ
ルド 2014）ID11498
『としょかんねずみ４ はくぶつかんのひみ
つ』（ダニエル・カークさく わたなべてつたや
く 瑞雲舎 2014）ID11499
『くるくる
かわるねこのひげ』
（ビル・シャルメッツ作 武
本佳奈絵訳 文渓堂 2014）ID11500
『フランシスさん、森をえがく』
（フレデリック・
マンソ作 石津ちひろ訳 くもん出版 2014）
ID11493
≪読み物≫
『あの日とおなじ空』（安田夏菜作 文研出版
2014）ID11501
『世界一かわいげのな
い孫だけど』（荒井寛子作 ポプラ社 2012）
ID11494
『風船教室』
（吉野万理子作 金
の星社 201）ID11495
ノンフィクション
『?（疑問符）が!(感嘆符)に変わるとき』
（小国綾
子著 汐文社 2014）ID11502
『きせきの海をうめたてないで!』(キム・ファン
著 童心社 2014) ID11503
『キリンのひみつ‐飼育員さんおしえて！』(松
橋利光写真 池田菜津美文 新日本出版社
2014) ID11508
『にわのかいじゅうフ
ァ イ ル 』 （ 松 橋 利 光 著 ア リ ス 館 2014 ）
ID1157
『ここにいるよ! ナメクジ』（皆
越 よ う せ い 写 真 ・ 文 ポ プ ラ 社 2014 ）
ID11506
『ぜんぶわかるタンポポ』（岩
間史朗著 ポプラ社 2014）ID11505
『MAPS 新世界図絵』（アレクサンドラ・ミジ
ェリンスカ&ダニエル・ミジェリンスカ作・絵
徳間書店 2014）ID11504

≪文庫、新書≫
『 時 雨 の 記 』 ( 中 里 恒 子 著 文 春 文 庫 2015)
ID16060
『霧のむこうに住みたい』(須賀
敦子著 河出文庫) 5)ID16061
『言語小説集』(井上ひさし著 新潮文庫)
5)ID16062
『永遠の夏－戦争小説集』
（五
木寛之、城山三郎ほか著 末國善己編 実業之日
本社文庫 2015）ID16079
『日本を、信じる』(ドナルド・キーン、瀬戸内寂
聴著 中公文庫）5)ID16063
『寂聴みちの
く天台寺あおぞら説法 日にち薬』(瀬戸内寂聴著
光文社文庫) 5)ID16064
『新・戦争論―僕らのインテリジェンスの磨き方』
(池上彰、佐藤優著 文春新書)ID16065
『「ズルさ」のすすめ』（佐藤優著 青春出版社
2014）ID16081
・・・✿・・・✿
・・・✿
・・・✿
・・・✿・・・
『岡田美佳 刺繍画の世界―ステッチ日和』(岡田
美 佳 作 冨 山 房 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 2014)
ID16066※自閉症の岡田さんの刺繍と彩色のす
ばらしい作品集です。私は大好きで、彼女の作品
を文庫開館以来、自室と文庫の事務所兼キッチン
に飾ってあり、いつも心癒されています。(さ・ら)
・・・✿・・・✿
・・・✿
・・・✿
・・・✿・・・
≪寄贈≫ありがとうございました。
『戦場のピアニスト』
（ウワデイスワフ・シュピル
マン著 佐藤泰一訳 春秋社）ID16082※映画・
戦場のピアニストの原作ノンフィクションです。
『真贋』（吉本隆明著 講談社インターナショナ
ル）ID16083

さ・らのちょい旅

2015．２終～３始

２０１５
主人の勤務地・北海道 B 町に行ってきました。
車で女満別空港から 10 分、１時間未満でオホーツ
クの海にでられます。町営のスキー場もマンション
から眺められ、夜は町営体育館で主人のバドミント
ンの練習を観戦、ほかの皆さんのお上手なこと。
例年はとても寒く、雪は少ないそうですが、今年
は暮れから６回(私が行ったとき含めて７回の)大雪
に見舞われたと乗ったタクシーの運転手さん。いつ
もすごい旭川あたりの雪がみ～んなこっちへ来ちゃ
ったんだよ、と。でもさすが、住民の雪かきは慣れ
たもの。除雪車もひっきりなしに通りをきれいに(そ
のかわり、その雪を歩道のわきにどんどん掃き出し
積み重ねてゆくので、信号のあるところしか渡れま
せん)。天気がよくて強い風が吹くから流氷が見られ
ると言われて、急いで車を飛ばし網走～斜里の海で
見ることができました。また、遠くても１時間半圏
内にいい温泉(網走湖畔、川湯、阿寒湖畔、温音湯な
ど（行ってきたところのみ)があり楽しかったです
(途中豪雪でゆきどまりも体験)。主人の勤務時間を
有意義に使い、ひとりで雪の中を膝まで雪にもぐり
ながら町立図書館(２万人住民対１３万冊)へも行っ
てきました。博物館も有史以前からの成り立ちや生
き物との共存、寒冷地の稲作の工夫などが絵や図で
手に取るようにわかりました。
『北加伊道 松浦武四
郎のエゾ地探検』(関屋敏隆文・型染版画 ポプラ社
2014.6)を偶然読んでいたので、改めて彼の足跡も
絵地図などでたどることができて面白かったです

阿寒湖の花火

ここから通行止め

ダイヤモンド
ダスト(人工的
サンピラー)

