
文庫あれこれ◆GWは如何でしたか?ご旅行なさった
方、お子さん、お孫さん、お友だちで賑わった方それ
ぞれお楽しみだったことと思います。◆当方、北海道
に 1 週間も居座っていたため、帰ってから大忙し。で
も北海道の北半分を廻ったのですが、気候が爽やかで
野も山も海もいっせいに春爛漫でした。えぞ山ざく
ら、えぞ紫つつじ、水芭蕉、チューリップ、芝桜…。
◆また一日ひとりで歩き廻った網走の監獄博物館と
北方民族博物館はとても興味深く人間の知恵と歴史
に考えさせられました。◆台湾から里帰りしている嫁
さんと２人の孫にちょこっと会って一昨日こちらへ
来ました。◆勝手に企画したアートフェスティバルの
準備もスタッフに助けられて、何とか明日の開館に間
に合いそうです。◆今回は、静岡県にゆかりの作家の
本を読んで紹介文を作るという結構しんどい作業を
スタッフの何人かに依頼しました。みなさん、頑張っ
てくれてとても佳いものができました。ぜひご一読く
ださい。ゆかりの作家著書の展示台にあります。◆地
元に住まう中山千夏さんが古事記関係書をたくさん
出しておられて、それがらみで紹介しようと考える
も、時間不足と生半可では書けないと今回断念。◆い
つもアートフェスティバル期間数日文庫を開けます
が、会員さんはやはり週末に集中します。ウイークデ
イにゆっくり普段目に留まらぬ本に出会える時だと
思うのですが。さて、旅人は何人訪れますやら。◆い
つもお声掛けして反応がなく淋しいのですが、「若葉
のころのおはなし会」、目で読むばかりでなく、耳に
響く日本語の美しさはまた格別です。ゲストによる古
事記とおはなし沙羅の創作文学です。M さん達も修練
の成果が大で気持ちよく聴かせてくれます。吉川さん
の心にしみる朗読もおすすめ。◆よい季節です。戸外
で楽しむのも今ですね。お天気が続きますよう。（西）
村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

✿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・午前のみ 
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 19日(土)20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 
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新たに、どんぐり企画さんのご好意で

遠笠山道路沿いの元スパゲッティ屋

さんの駐車場と、グラナダさんのご好

意で（11:00～14:00、17:00 以降

を除き）グラナダさんの駐車場を開館

中は使わせていただけます。変わらず

ご近所の迷惑にならぬようご留意い

ただけますよう。（さらのき） 

われに五月を 
― 前略 ― 

二十才 僕は五月に誕生した 
僕は樹の葉をふみ 若い樹木たちをよんでみる 
いまこそ時 僕は僕の季節の入り口で 
はにかみながら 鳥達へ手をあげてみる 
二十才 僕は五月に誕生した 
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フィクション 

『誓約』(薬丸岳著 幻冬舎 2015)ID16138 

『田園発港行き自転車 上・下』（宮本輝著 集英社

2015）ID16151～152    

『維新の肖像』（安部龍太郎著 潮出版社 2015）

ID16149    

『宿命の子－笹川一族の神話』(高山文彦著 小学館

2014)ID16139  

『吉野弘全詩集 増補新版』(吉野弘著 青土社

2014)ID15901 

ノンフィクション 

『解放老人―認知症の豊かな体験世界』（野村進著 

講談社 2015）ID16140※request 

『日本文学の大地』（中沢新一著 KADOKAWA 

2015）ID16154 

『「謎」の進学校 麻布の教え』(神田憲行著 集英

社新書 2014) ID16164 

『絵本作家ターシャ・チューダー』(内藤里永子著 

メディア・ファクトリー2014)ID16167 

文 庫 

『美しき一日の終わり』（有吉玉青著 講談社文庫

2015）ID16153 

『犬が星見た―ロシア旅行』（武田百合子著 中公文

庫）ID16144 

 『阿片戦争 上・中・下』（陳舜臣著 講談社文庫

56刷 2015）ID16141～143※request 

『真夏の航海』（トルーマン・カポーティ著 安西水

丸訳 講談社文庫 2015）ID16148 

『ブリキの太鼓 上・中・下』（ギュンター・グラス

著  高本研一訳  集英社文庫 25 刷 2013）

ID16145～147※request 

寄 贈 

『願かけ－新・酔いどれ小藤次２』（佐伯泰英著 文

春文庫）ID16084 

『百年の呪い－新・古着屋総兵衛２』（佐伯泰英著 

新潮文庫）ID16150  

『日光代参－新・古着屋総兵衛３』（佐伯泰英著 新

潮文庫）ID16155 

『望郷』(森瑤子著 角川文庫) ID16169 

『情事』(森瑤子著 集英社文庫) ID16168 

『内閣官房長官秘録』（大下英治著 イースト・プレ

ス 2014）ID16160 

『国防軍とは何か』(森本敏、石破茂、西修著 幻冬

舎ルネッサンス)ID16161 

『血脈－交代寄合伊那衆異聞』(佐伯泰英著 講談社

文庫)ID16162 

『『孤独のグルメ』巡礼ガイド』(週刊 SPA『孤独の

グルメ』取材班編 扶桑社) 

ID16163 

『花子とアンへの道』（村岡恵理著 新潮社 2014）

ID16156 

『月日の残像』（山田太一著 新潮社）ID16159 

『死体は語る』（上野正彦著  時事通信社）

ID16157 

『人生は廻る輪のように』（エリザベス・キューブラ

ー・ロス著 上野圭一訳 角川書店）ID16158 

 

 

絵 本 

『クラシンスキ広場のねこ』(カレン・ヘス作 ウェ

ンディ・ワトソン絵  菊池京子訳  柏艪舎

2005) )ID11538 

『じゃがいも畑』（カレン・ヘス作 ウェンディ・ワ

トソン絵 光村教育図書 2011）ID11544 

『ヒトニツイテ』（五味太郎作 絵本塾出版 2015）

ID11545※版元寄贈 

『きたきつねのゆめ』（手島圭三郎絵・文 絵本塾出

版 2015）ID11546※版元寄贈 

読み物 

『龍の子太郎』(松谷みよ子作 講談社)ID11543 

『北のはてのイービク』(フロイゲン作 野村泫訳 

岩波少年文庫) ID11539 

『アジアの昔話１～６』（松岡享子訳 福音館書店） 

ID11401～6※古書店で求めてやっと全巻揃う。 

参考図書 

『今、この本を子どもの手に』(東京子ども図書館編・

刊 2015)ID11527 

『もう一度読みたい子どものための文学』（西本鶏介

著 ポプラ社 2014）)ID11549 

『トーベ・ヤンソン―仕事、愛、ムーミン』(ボエル・

ウェスティン著 畑中麻紀、森下圭子共訳 講談社

2014)ID11548 

『親地連がすすめる読みきかせ絵本 250 高学年

向 2004～2014』(親子読書地域文庫全国連絡会編 

 絵本塾出版 2015)ID11551※西村編集担当。 

2015年 5月に入ったおとなの本 
2015年 5月に入った子どもの本 
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絵 本 
『けんかともだち』（丘修三作 長谷川知子絵 

すずき出版 2014）ID11574 

『おかめひょっとこ』（最上一平作 陣崎章子絵 

くもん出版 2014）ID11575 

『なんのじゅうたい?』(オームラトモコ作 ポ

プラ社 2015) ID11576 

『Life ライフ』（くすのきしげのり作 松本春野

絵 瑞雲舎 2015）ID11577 

『うめぼしさん』（かんざわとしこ文 ましませ

つこ絵 こぐま社 2015）ID11578 

『鳥よめ』（あまんきみこ作 山内ふじ江絵 ポ

プラ社 2014）ID11580※request 

『せいだイモのはなし』（丘修三文 西村繁男絵 

「せいだイモの話を伝える会」絵本製作委員会

2015）ID11581 

『シロクマくつや』（おおでゆかこ作 偕成社

2014）ID11582 

『森の本やさん』（肥田美代子文 小泉るみ子絵 

文研出版 2015）ID11583 

 

外国の絵本 
『みずたまのたび』（アンヌ・クロザさく こだ

ましおりやく 西村書店 2015）ID11579 

『インディアンはどこ?』（カタリ－ナ・ヴァルク

ス作  ふしみみさお訳  文研出版 2014）

D1157686 

『かぞくのひみつ』（イソール作 宇野和美訳 

エイアールティー2014）ID11585 

『とおくがみえるね、ムーミントロール』（トー

ベ&ラルス・ヤンソン作 当麻ゆか訳 徳間書店

2015）ID11584 

 

 
 

 

15 年５月に入った子どもの本２ （広瀬おばさんからいただきました） 

 

 

低学年読み物 
『お話きかせてクリストフ』（ニキ・コーンウ

ェル作  渋谷弘子訳  文研出版 2014）

ID11572 

『いろはのあした』（魚住直子作 あかね書房 

2014）ID11571 

『先生、しゅくだいわすれました』（山本悦子

作 童心社 2014）ID11570 

『星空ぎゅいーん』（長崎夏海作 新日本出版

社 2015）ID11569 

『ブサ犬クーキーは幸運のお守り?』(今井恭

子作 文渓堂 2014) ID11568 

『こねこのレイコは一年生』（ねぎしたかこ作 

のら書店 2014）ID11565 

『モーモー村のおくりもの』（堀米薫作 文研

出版 2014）ID11564 

『たびいえさん』（北川チハル作 くもん出版

2015）ID11563  
 

高学年読み物 
『クリオネのしっぽ』(長崎夏海作 佐藤真紀

子絵 講談社 2014)ID11552※坪田譲治賞 

『風雪のペン』(吉橋通夫作 新日本出版社

2014) ID11553 

『酒呑童子』(竹下文子著 平沢下戸絵 偕成

社 2015)ID11554 

『清政―絵師のなりたかった少年』(茂木ちあ

き作 新日本出版社 2015)ID11555 

『図書室のふしぎな出会い』(小原麻由美作 

文研出版 2015) ID11556 

『続・12月の夏休み―ケンタとミノリのつづ

きの冒険日記』(川端裕人作杉田比呂美絵 偕

成社 2015) ID11557 

『グッバイ山でこんにちは』(間部香代作 文

研出版 2014) ID11558 

 

『読書マラソン―チャンピオンはだれ?』(クラウ

ディア・ミルズ作 若林千鶴訳 文渓堂 2014) 

ID11559７０  

『カエルになったお姫さま―お姫さまたちの⑫の

お話』(アニー・シュミット作 西村由美訳 徳間

書店 2014) ID11560 

『わたしの心のなか』(シャロン・M・ドレイバー

作 横山和江訳 すずき出版 2014) ID11561 

『すてられたベビードール』（ジョーン・ホルブ作 

かとうあさこ訳 国土社 2014）ID11562 

 

科学絵本・図鑑 
『珍獣図鑑』（なり嶋悦雄文 北村直子絵 ハッピ

ーオウル社 2014））ID11587 

『島は山のてっぺん?―日本列島、水をとった

ら?』（長嶋俊介作監修  徳間書店 2015））

ID11588 

『よつごのこりす はるくんのおすもう』（西村豊

著 アリス館 2015））ID11589 

『かわいい室内飾り 12か月』（いまいみさ著 チ

ャイルド本社 2015））ID11590 

『鳥になった恐竜（まんが冒険恐竜館３）』（伊東

章夫作 真鍋真監修 新日本出版社 2015））

ID11591 

『いろいろな船（のりものくらべ４）』（相馬仁監

修 偕成社 2015））ID11592 

 

ノンフィクション読み物 
『新聞は、あなたと世界をつなぐ窓』（木村葉子著 

汐文社 2014）ID11566 

『高崎山のベンツ―最後の「ボスザル」』（江口絵

里著 ポプラ社 2014）ID11567 

『ネイマール―ピッチでくりだす魔法』（マイケ

ル・パート著 樋渡正人訳 ポプラ社 2014）Ｉ

Ｄ11573 

 

 

沙羅の樹文庫だより１０5－２ 

 

 

(土)15日(日) 
 

 

 

 

 

９ここから  

『西太后 秘録 上・下』 ユン・チアン著 川副智

子訳  講談社刊      201５年２月 第１版  

（まだ上巻を読んだばかりで、下巻を読了していな

い段階での感想です。通しで読了すればまた別の

見方があるかもしれませんが、とりあえず。） 著

者のユン・チアンは「ワイルド・スワン」「マオー毛沢

東」などを書いた人で、これらの本の累計販売冊

数は世界で１５００万部という驚くべき数値。一部１

００円の印税と仮定してもなんと１５億円です！た

だしこれらの本は中国では販売禁止ですが。（著

者は英国在住、原文は英語） 
 
西太后と聞くと宮廷の奥深くで陰湿な権力を振る

った女性という,あまりよくない印象がありますが、

この本はユン・チアンが、そうではない、彼女が本

当は中国の危機を救った救国の女性であったと主

張するのが本書のテーマなのです。 

西太后は正式には慈禧太后であり、清朝第７代咸

豊帝の側室で、第８代同治帝の実母、第９代の光

緒帝を養子にした養母ということになりましょうか。

（複雑です） 

清朝末期の中国の危機はアヘン戦争・アロー戦

争・太平天国の乱・ベトナムをめぐるフランスとの

戦争、さらには日清戦争も勃発。英国を始めとす

る帝国主義諸国の干渉・侵略に対し、中国側は全

く対応すべき体制ができていなかった。 

当時中国の税関の責任者に抜擢された英国人ロ

バート・ハートが曰く、「世界を見渡しても中国ほど

弱い国はなく」、中国の軍事的敗北は歴代の為政

者の「知性の欠如」がもたらしたもので、今この忠

告に従わなければ、欧米列強は「開戦によって武

力で強要せざるをえなくなるかもしれない」と。

（p101） 

歴代の皇帝は頼りにならない、そこで本来はなん

の権力もない筈の慈禧太后が巧妙な術策を弄し

て 

2015年 5月に読んだ本についての感想  ２０１５．５．１３  by  森林浴 

て実権を握って国の危機を救ってゆくという大ド

ラマが展開するわけです。 

（維新を契機に急速な近代化を達成し、押し
寄せる帝国主義の脅威を受け止め得た日本

に対し、中国はまことにお粗末な態勢でし
た。纏足と宦官が中国の後進性の象徴でしょう。
正直なところ、今頃、中国に日本の「侵略」を
非難されると、どうしても「あんたがボサーッ
ツとしていたからよ、自業自得でしょう」と言

いたくなることがありますね。） 
今たまたまNHK－BSで韓国長編ドラマ「奇皇后」

というのを見ていますが、これは１３世紀頃、中

国を制覇した元に征服された朝鮮の「高麗」の宮

廷を中心にした女性中心の１大ドラマで、いろん

な点で西太后のいた北京の宮殿を想起させると

ころがあります。 

 

『イスラム国の衝撃』 池内 恵 著  文芸春秋

新書  ２０15年２月第 4版 

この著者の一族は学者が多く、父の池内紀さん

はドイツ文学専攻のもと東大教授で、思い違いで

なければ、私はずっと以前にこの人の本を文庫

の感想文で書いた記憶がある。また叔父の池内

了さんは天文学者。 

この本は 2015 年早々の大事件になったイスラム

国による後藤健二さん殺害事件の前に書かれた

ものだが、事件後に現れた多くのイスラム国論議

のなかで、結局一番正確な事実を提供している

として高い評価を受けたのがこの新書本であっ

たようだ。正確で多面的な考察、バランスの取れ

た論評はさすが専門分野の学者。言葉も「イスラ 

ム」でなく「イスラーム」、「スンニ派」でなく「スンナ 

派」、「タリバン」でなく「ターリ－バン」となってい

る。結論として、中東は今後どうなるか。著者に

よる 

よると、残念ながら混迷はまだ深まるばかりのよう

だ。 

   

『５０代から始める知的生活術』 外山滋比古 著  

大和書房刊 2015年２月第１版 

この著者は３２年前に「思考の整理学」なる本を書

いて大ヒットした英文学の先生。驚くべきことは、今

もそれが文庫本になっていろんな有名大学の学内

書店でベストセラーになっているのです。この本は

今年９２歳になった著者が書いた本で、これもヒット

するでしょう。私も年を取ったので、読んでみまし

た。実に実用的ですぐ役にたつ本です。そもそも字

が大きく、項目が沢山切ってあって老体には読み

やすい。１２０頁には、「中年以降はーーー余計な

本は読まないことです。」とあり、「参ったな、なるほ

ど、そうか」なんて思ったりもしましたが。実はこの

人は「――の整理学」という本を次々に書いている

ようですが、つい最近「老いの整理学」という本も

出されたのですね。この人はついに「整理学」シリ

ーズで一生を生き抜くつもりらしい。ついでに「整理

学の整理学」という本もだしたらどうですか？とおち

ょくってみたい気持ち。 
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どなたかの寄贈本のようです。「新刊書ではなく、

あえて刊行後１－２年経た本を中心に取り上げ」―

て書いた書評を集めた本。面白い発想から企画さ

れた本であり、また選ばれた執筆者３０人と彼らが

選んだ本が魅力的だ。残念ながら、とてもすべての

選ばれた本を読むことは叶わないが、なにか自分

もそれを読んだような気がしてくるところが彼らの

書評の見事さなのかもしれない。 
 


