文庫あれこれ◆薫風がふいて姫沙羅の若葉が陽に輝
き今日はよい日です（4 月 24 日）◆夕べ 7 時過ぎに
高原駅に着いたら、新高校生の S ちゃんに会いまし
た。電車通学も学校にもなれた頃でしょう、元気そう
で何より。◆読みたいと思いながら最近の本はぜんぜ
んの浅田次郎が<子どものための読書推進フォーラム
>で講演すると知ってここへ来る前、オリンピックセ
ンターで聴いてきました。1 時間ほどの「読むこと書
くこと」という話は取り立てて面白くもなく、がっか
りでしたが（ああ、あれで、講演料 50 万円くらいも
らうのだな、とか思って）、つたない文庫便りや本の
紹介文など書いている身に、ああ、そうだ、そう出来
たら、と思ったのは、彼の著作の際心がけている「簡
潔に、わかり易く、面白く、美しく」という言葉でし
た。（パソコンは使わない理由として、パソコン時代
になってから、周りの人の文がやたらに冗長になった
と言っていました。日本の小説の特徴は短い文章の中
に、いかに想像を喚起させ美しく伝えるかにあった、
と。◆となりの席に肥田美代子（児童文学作家で、元
衆・参議員で、現出版文化産業振興財団理事長）さん
がいました。かつての仕事の関係で何度か近くで見る
機会があり色白の美人だなあと思っていたのですが、
何と私より 3 歳も年上で、さほど化粧っ気なしなの
に未だ若くて美しい。肥田さんは学校図書館の整備
（人的含め）に尽力。◆子どもの本つながりで恐縮で
すが同じ子どもの本の作家で、翻訳家で東京子ども図
書館理事長の松岡享子さんが『子どもと本』（岩波新
書）を出しました。50 年近く前の石井桃子『子ども
の図書館』で子どもと本の世界がひろがったように、
それを確認し、いま、そしてこれからの、大人が子ど
ものための読書と向き合っていく術を示唆してくれ
ています。
（若いおかあさん、読んでみてください）1
昨日、あるおはなし会で久しぶりにお会いしました。
だいぶふくよかになられた（私より 8 歳上）がお元気
のよし。学生時代、寄宿させてもらって図書館で実習
を受けたことを懐かしく思いだしました。◆内外の著
名作家がどんどん亡くなります。読みそびれた本を少
しずつ入れてます。陳舜臣、ギュンタ―・グラス etc
◆駐車について、又ご注意を受けました。駐車場が少
なくて恐縮ですが、空きがない場合はスタッフにお尋
ねください。カラーコーンを駐車禁止場所に設置して
みます。◆週末もよいお天気でありますよう。
（西村）

No.104 2015 年 4 月号
✿2015 開館スケジュール✿
◆5 月はアートフェスティバル参加
変則 12 日(火)～17 日(日)開館
★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）貸出なし・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
◆9 月は通常 20 日(土)21 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

つつじが丘公園(群馬・館林)
（ネットから拝借しました）

小室山のつつじは、GW の頃が見頃でしょうか。幼か
った孫たちと一面の鮮やかさに驚いた思い出がありま
すが、しばらく行っていません。

つばめ
つういとつばめがとんだので、
つられてみたよ、夕空を。
そしてお空にみつけたよ、
くちべにほどの夕やけを。
柴山潟(小松市)の日の出（１５．４．１９）

そしてそれから思ったよ、
町へつばめがきたことを。

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

駐車にはご近所の迷惑にならぬよう、ご留意ください。

金子みすず

（西村）
動物

2015 年 4 月に読んだ本についての感想

伊・豆・高・原・便り

『真贋 』 吉本隆明 著 講談社インターナショナル
社刊 2007 年 2 月第 2 版

2015 年４月２３日
『台湾の歓び』 四方田犬彦著

By 森林浴

✿5 月の文庫はこんなことをやります✿

岩波書店刊

展示会(開館期間中) 5 月 12 日～17 日

2015 年１月 第１版
この著者の本は初めて読んだ。前から犬彦なんてお
かしな名前を使う人だなと思っていたが、なんと別の
本を書いて出版するとき印刷所が「丈彦」とするべき
ところを間違って犬彦と誤植してしまったのを見て、
かえってこれは面白いとその後は犬彦で通したとい
うことらしい。 私自身も、台湾には２～３度仕事で行
ったことがあるが、とにかく暑いということと、親日的
な人が多くて気分的に寛げたという記憶がある。
端的に言うと、久し振りによい本を読んだという充実
感があった。
著者は比較文学のほか映画史が専攻の学者で、韓
国・台湾・香港など東アジアの大学で講義をしてきた
という。好きな映画を研究課題にしている幸福な人で、
読んでみると文章がとてもよい。バランス感覚が優れ
ており、正確で、平静で、丁寧な文章が快い。台湾に
長期滞在して、自分の足で台北・台南を歩き回り、詩
人・映画製作者などとじっくり話し合い、市場やお寺
をとことん見てまわる。台湾の歴史・地理・文化など
を知ろうとする人にはとても価値のある本だと思う。

これは出版社（の編集者）が著者からヒヤリングし、
吉本が話した「お話」をまとめたもので、吉本は人生
感・世界観を手広く率直に披露しているが、吉本が自
分で書いたものではない。だから読みやすいが、迫
力がない、やはり自分で筆を取って書かないとそうな
るらしい。どうしてこんな方式を採用したのだろうか。
１９２４年生まれの吉本はこの本を作った２００７年に
は８２歳になっており、年齢のせいでもう文章を書く
のが億劫になっていたので、出版社がこんな形式を
提案したのかもしれない。
書名の「真贋」で思い出すのは、小林秀雄の「真贋」
です。吉本にはそれなりに小林に対する批判もあっ
た筈で、かつて「批評の神様」とまで称された小林秀
雄の向うを張ったつもりだったのだろうか。

◆伊豆高原＜静岡県出身・在住の作家：
その作品と紹介
◆なぜこの絵本をすすめるのか：いくつかの絵本
リストとその中の絵本展
◆戦後 70 年、児童文学にあらわれた忘れられな
い戦争・作品展

若葉のころのおはなし会 5 月 17 日(日)
✿小さい人のためのおはなし会 10:30～11:30
★大きい人（小学高学年～）のためのおはなし会
15:30～17:40 頃
大きい人のためのおはなし会・プログラム
1 部：
による語りと朗読
１．猫おどり（静岡県の民話）
三枝文香
２．いいこと(林原玉枝作)
大場弥生
３．きつね山の赤い花
森川理恵
４．須賀敦子のエッセイから
吉川仲子
５．奥さまの耳飾り
西村裕子
2 部：
の語りによる『古事記』
１．国生み
吉川仲子朗読
２．天岩戸
菊池とも子
３．ヤマタノオロチ
丸岡和代
４．イナバノシロウサギ
西村敦子
５．ににぎの命とこのはなさくや姫 増田佳恵
６．沙本彦と沙本比売
前田久美子

★先日発表された本屋大賞のうち文庫にあるものです。
１．鹿の王 上・下（上橋菜穂子著 角川書店 2014）

２．サラバ 上・下（西加奈子著 小学館 2014）

３．本屋さんのダイアナ（柚木麻子著 新潮社 2014）

４．怒り（吉田修一著

５．満願（米澤穂信著 新潮社 2014）

中央公論社 2014）

６．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）

※翻訳小説部門では、
『その女アレックス』
（ピエール・ルメートル著 橘明美訳 東京創元社 2014）と、
『窓から逃げた 100 歳老人』（ヨナス・ヨナソン著 柳瀬尚記訳 西村書店 2014）があります。

15 年４月に入った大人の本
≪フィクション≫
『むしのほん』(エドワード・ゴーリー著 柴田
元 幸 訳 河出 書房 新 社 2014) ID16096 ※
request
『寝ても覚めても夢』(ミュリエル・スパーク著
木村政則訳 河出書房新社 2015) ID16097
『女が嘘をつくとき』(リュドミラ・ウリツカヤ
著 沼野恭子訳 新潮社 2012) ID16098※
request
・・・✿
『素晴らしきソリボ』(パトリック・シャモワゾ
ー著 関口涼子、パトリック・オノレ訳 河出書
房新社 2015) ID16099
『善き女の愛』(アリス・マンロー著 小竹由美
子訳 新潮社 2014)ID16115
『風の丘』(カルミネ・アバーテ著 関口英子訳
新潮社 2015) ID16116
『アルタイ』(ウー・ミン著 さとうななこ訳 東
京創元社 2015) ID16117
『民のいない神』(ハリ･クンズル著 木原善彦訳
白水社 2015) ID16127
『モード・ゴン―アイルランドのジャンヌ・ダル
ク 1866－1953』（杉山寿美子 国書刊行会
2015)ID16118
『西太后秘録 上・下』(ユン・チアン著 講談
社 2015)ID16136,16137※request

≪エッセイ・ノンフィクション≫
『私はなぜ書くのか』(マルグリット・デュラス
著
北 沢 美 和 子 訳
河 出 書 房 新 社
2014)ID16100※request
『吉田健一』(長谷川郁夫著 新潮社 2014)
ID16101

15 年 3 月に入った子どもの本

『主夫になろうよ!』（佐川光晴著 左右社
2015）ID16114
『古事記物語・異聞』(松下正樹著 幻冬舎
2015) ID16119
『源氏物語原文分解分類法』(月見よし子著
幻冬舎 2015) ID16120
『続・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 2010) ID16113
『辺境のフォークロア』(金子遊著 河出書房
新社 2015) ID16128
『出動せず―自衛隊 60 年の苦悩と集団的自
衛 権 』 ( 瀧 野 隆 浩 著 ポ プ ラ 社 2014)
ID16112
『玉砕の島々―サイパン・グアム・ペリリュー・
硫 黄 島 』 ( 平 塚 柾 緒 著 洋 泉 社 2015)
ID16111
『ベトナム海兵戦記―アメリカ海兵隊員の戦
闘記録―』(アーネスト・スペンサー著 山崎
重 武 訳 大 日 本 絵 画 1990) ID16102 ※
request
『戦場体験キャラバン』’(戦場体験放映保存
の 会 編 集 彩 流 社 2014) ID16109 ※
request
『日本の「運命」について語ろう』(浅田次郎著
幻冬舎 2015) ID16121
『孫正義の参謀―ソフトバンク社長室長
3000 日』(嶋聡著 東洋経済新聞社 2015)
ID16122
『感じる科学』(さくら剛著 サンクチュア
リ出版 2011) ID16129

≪読み物≫

≪絵本≫
『４ひきのりっぱなこぐま』(アーノルド・ロー
ベ ル さ く(土)15
こみや
ゆ う や く 好 学 社 2014)
日(日)
ID11515
『ひかりのりゅう』(小野美由紀文 ひだかきょう
こ絵 絵本塾出版 2014) ID11516
『おっちょこちょいのオットさん』(土屋富士夫作
佼成出版社 2015) ID11517
９ここから (もろかおり絵 うしろよし
『ぱっぴぷっぺぽん』
あき文 ポプラ社 2014) ID11531
『はなちゃんのぼうし』(丹治匠さく こぐま社
2014)ID11530
『シンデレラ』(バーバラ・マクリントック再話・
絵 福本友美子訳 岩波書店 2015) ID11532
≪ノンフィクション絵本≫
『ノーズウッズの森で』(大竹英洋文・写真 福音
館書店 2011)ID11525※寄贈
『旅する蝶』(新宮晋著 文化出版局 2012) ID
11526
『北加井道－松浦夘木元武四郎のエゾ地探検』(関
屋敏隆文・型染版画 ポプラ社 2014) ID11533
『うなぎのうーちゃん だいぼうけん』(くろきま
り文 すがいひでかず絵 福音館書店 2014)
ID11534
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『おたまじゃくしのたまちゃん』(深山さくら作
山本祐司絵 2014) ID11518
『あしたあさってしあさって』(もりやまみやこ
作 は た こ う し ろ う 絵 小 峰 書 店 2014)
ID11519
『のっぺらぼうのおじさん』(そうまこうへい作
タムラフキコ絵 講談社 2014) ID11520
『あたらしい子がきて』(岩瀬成子作 上路ナオ
子絵 岩崎書店 2014) ID11521
『石の 神』(田中 彩子作 一色画 福音館書 店
2014)ID11535
『銀の船と青い海』(萩尾望都著 河出書房新社
2015)ID11537
『げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ』(モドウィ
ナ・セジウィックさく 多賀京子やく 大社玲
子え 福音館書店 2014) ID11522
『シャイローがきた夏』(フィリス・レイノルズ・
ネイラー著 さくまゆみこ訳 あすなろ書房
2014) ID11523
『三千と一羽がうたう卵の歌』(ジョイ・カウリ
ー著 デヴィッド・エリオット絵 杉田七重訳
さ・え・ら書房 2014) ID11524
『コミック密売人』(ピエルドメニコ・バッカリ
オ作 杉本あり訳 岩波書店) ID11536
≪岩波少年文庫≫
『からたちの花がさいたよ－北原白秋童謡選』
(与田準一編)ID11542
『南から来た男―ホラー短編集２』(金原瑞人編
訳) ID11528
『最初の舞踏会―ホラー短
編集３』(平岡敦編訳) ID11529
『フランダースの犬』(ウィーダ作 野坂悦子
訳)ID11541
『指ぬきの夏』(エリザベス・エンライト作 谷
口由美子訳)ID11540※1939 年ニューベリー
賞受賞の古典、しかし今でも新鮮。

沙羅の樹文庫だより１０４－２

≪文庫、新書≫
『イスラーム国の衝撃』(池内恵著 文春新書
2015) ID16110※request
『50 代から始める知的生活術』(外山滋比古著
だいわ文庫 2015)※request
『幻の五大美術館と明治の実業家たち』(中野明著
祥伝社新書 2015) ID16107
『読めば読むほど面白い『古事記』75 の神社と神
様 の 物 語 』 (由 良 弥生 著 三笠 書 房王 様文 庫 )
ID16106
『グリムの森へ』(高村薫ほか著 小学館文庫
2015) ID16103
『子どもと本』(松岡享子著 岩波新書 2015)
ID16104※request
『新編子どもの図書館』(石井桃子著 岩波現代文
庫 2015) ID16105
『貧困の中の子ども―希望って何ですか』(下野新
聞子どもの希望取材班著 ポプラ新書 2015)
ID16124
『老いを自由に生きる―とらわれない・持たない
ブッダの智慧』(アズボムッレ・スマナサーラ著
だいわ文庫 2015) ID16123
『アイヌ学入門』(瀬川拓郎著 講談社現代新書
2015) ID16135
『世に棲む日々 １～４』(司馬遼太郎著 文春文
庫) ID16131～4※「花燃ゆ」吉田松陰の生涯
『凍える墓』(ハンナ・ケイト著 加藤洋子訳 集
英社文庫 2015) ID16125
『猟犬』(ヨルン・リーエル・ホルスト著 猪股和
夫 早川書房 2015) ID16126

さ・らのちょい旅 2015．3.18～19
２０１５

ありがたいことに、文庫の記事が書けるよう?主
人が旅に誘ってくれる（こともある）。今回は加賀の
温泉郷・片山津温泉。１８日夕刻、北海道から仕事
を終えた主人と羽田で落ち合い、1 泊の片山津。
1 時間の空の旅のあと小松空港からレンタカーで
一路、目的地へ。小松と言えば小松製作所？ 週末
だからかよく整備された道はスイスイ、若葉の街並
みも整然と美しい。安宅関が近いようだが名所旧跡
に何の関心もない主人は通過。
20 分ほどで、旅館へ到着。宿の造りはさほど気
を引かず。ただ、部屋に入った途端歓声をあげてし
まうほどの窓外の景色。眼前に広がる柴山潟。日没
と日の出。これだけで来てよかった、です。
柴山潟は、加賀三湖の１つで、古くは日本海が 深
く流入していた
地形が、砂丘の発
達によって海水
が封印されてで
きた潟湖（ラグー
ン）。たくさんの
金黒羽白という
鴨が水の中に頭
機内から北アルプスを
を突っ込んで餌
を啄んでいた。
誰もいない朝
方のあふれる湯
舟に身をゆだね
束の間の極楽。源
泉の湯は神経痛、
筋肉痛、腰痛に効
くと聞いて飲ん
でみた。良薬は口
日本海に沈む夕陽(小松着陸直前)
に苦し。19 日金
前望
沢で学会の主人
・
に空港まで送っ
白
山
てもらい、孫のバ
（
レー発表会に間
柴
に合わせるべく
山
潟
トンボ帰りのち
か
ょい旅、でした。
ら
）

