文庫あれこれ◆たまに来て、立ち込める霧の中も別世
界の風情があっていいですね。でも今日は寒いです
(19 日)。◆きのう来て、新緑の 5 月もよいけれど、
姫沙羅の花が地面を敷き詰める 6 月もなかなかだと
思いました。◆今回文庫便りにちりばめてしまったの
ですが、私は白い花が好きです(東京でも、クチナシ、
白ぼたん、ハナミズキみんな白)。今年はどこへ行って
も紫陽花が早くから様々な色で目を楽しませてくれ
ましたが、やはり白がいい。F さんが植えてくれたア
ナベルを門わきだけでなく庭の奥にみつけて嬉しく
なっています。せっかくの白もっこうが昨年秋の台風
で犠牲になったので、また伸びるのを待っています。
◆ところで、バラも好きなのですが、東京からおはな
し会を聴きに来てくれた友人に誘われてはじめて 5
月に河津のバラ園に行ってきました。意外と狭いので
すね。そこでも、様々なバラのかたちと匂いを楽しみ
ました(特に白を)。◆ここらで✿
談義はやめにして、60
有余年、ありがたいことに健康を維持してきて、70
の坂を超えた途端、体がしゃきっとしないことに戸惑
っています。肩の手術からこの月末でちょうど 1 年。
ここで気力挽回と行きたいところなのですが。◆5 月
はおはなし会の参加者もいつもより多く、また、熱心
に聴いて褒めてくださった方がいたそうで、語り手も
語りがいがあったと思います。励みになります。◆7
月は 19 日(日)高原駅で海の日のおはなし会です。文
庫の子どもたちも、東京以北からの常連語り手たちも
15 周年で張り切りますので、ぜひぜひ聴きにいらし
てください。◆社会全体きなくさい感じです。しっか
り自分で判断できる目を持ちたいですね。西村
(西村)

No.106 2015 年 6 月号
✿2015 開館スケジュール✿
◆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(火)long
◆9 月は通常 19 日(土)20 日(日)
◆10 月は通常 17 日(土)18 日(日)
◆11 月は通常 14 日(土)15 日(日)
◆12 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 11:00
「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

紫陽花や 己が気儘の 絞り染め

六月の雨
またひとしきり 午前の雨が
菖蒲（しょうぶ）のいろの みどりいろ
眼（まなこ）うるめる 面長き女（ひと）
たちあらわれて 消えてゆく
たちあらわれて 消えゆけば
うれいに沈み しとしとと
畠（はたけ）の上に 落ちている
はてしもしれず 落ちている

ハマナス

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く
ださい。（さらのき）

２０１５年６月に読んだ本についての感想

『西太后 秘録 下』 ユン・チアン著 川副智子訳
講談社刊
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（上巻の感想に引き続き、下巻を読了しての感想です。）

下巻は新興国日本との戦い―日清戦争―での惨
憺たる完敗、さらに引き続く先進帝国主義諸国―ド
イツ・ロシア・英国・フランスなど―の好き放題の侵
略が続く。国難に全く対処できない頼りない第９代
の光緒帝、やはり義母の慈禧太后が実権を握って
登場となります。しかしその後がまた大変。康有為
という男が登場、治世の新構想（日本の前総理・伊
藤博文を清朝の顧問に迎えるという構想もあったの
には驚く）を提案するが、慈禧太后に新構想を拒否
される。慈禧太后の暗殺を謀るが、計画が露見し、
康有為は日本に亡命した。
その後も外国の侵略が続き、今度はイタリアが海軍
基地を寄越せと言って来る。中国全体に広く食い込
んだキリスト教との騒乱が拡がり、外国人排除を求
める義和団の勢いが大きくなり、最初は外国人保護
に傾いていた慈禧太后が、遂には義和団に同調し
て、義和団を兵隊として列強に刃向うこととなった。
欧米列国の軍隊（２万人）と義和団の主導する清国
軍（25 万人）の全面戦争が開始されたが、近代兵器
を駆使する列国軍が全面勝利、北京は包囲され
る。慈禧太后は螺車数台に皇帝一族などを引き連
れて西安にみじめな都落ち。しかし、清国の権力は
依然慈禧太后が握っていた。1 年後の 1900 年、北
京義定書の調印で 4 億５０００万両の賠償金を払っ
て、平和が戻り、慈禧太后は北京に戻る。外国人と
の友好に努め、国の近代化を進めた。満州族と漢
族の融合、纏足の廃止、女子教育の推進、科挙の
廃止、法典の改革、アヘンの禁止、立憲君主制を目
指す方針の採用など。一方で自分の先行きが短い
。

お太鼓（たいこ）叩（たた）いて 笛吹いて
あどけない子が 日曜日
畳の上で 遊びます
お太鼓叩いて 笛吹いて
遊んでいれば 雨が降る
櫺子（れんじ）の外に 雨が降る
中原 中也

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

東京自宅のクチナシ。 今年は珍しくたくさん咲きました。

２０１５．６．１８

一茶

by 森林浴

ことを悟って、養子である光緒帝を毒殺し（！）、
直後、のちに日本に利用されることとなった溥儀
を次の皇帝に選んで、とうとう自らの死を迎える
こととなる。
ユン・チアンの本は面白いが、どこまで史実に忠
実かはわからない。ちょうど「マオ―毛沢東」で彼
女は毛を徹底的に糾弾し、世界最大の悪人と断
じているが、逆に西太后を持上げすぎているの
かも知れないという疑いが去らないのです。それ
にしても日本と清国の関係は奥が深い、まだまだ
掘り下げるべき史実が沢山ありそうです。

関係のなかで抑えられていた本音がわーっと溢れ
出るということらしい。周囲の人・介護する人は大変
だが、本人は自由を得て元気になる。看護師長の話
―「ここで最後を迎えられるお年寄りは、たいてい穏
やかに亡くなられます。」 末期がんにも苦しまず、
安らかに永眠するということのようだ。 さて皆さんど
うしますか、認知症になった方が幸福なんですか
ね。

『解放老人―認知症の豊かな体験世界』 野村 進

このところ、「マオ」（毛沢東を書いた長編）、「西太
后」、と中国関係を読んできたが、やはり近代中国
の大きなつまずきの始めは英国に完敗したアヘン戦
争であり、これがどうしても気になるので、この本を
入れて頂いたのだが、分厚い文庫本で 3 冊、合計約
２０００頁弱とあって、老眼の身にはちょっとコタエマ
シタ。この本は第 63 版です。大変な人気図書なんで
すね。
陳舜臣の本は実は初めてですが、凄い筆力、エネ
ルギーの人で驚きます。そのいきいきした描写・達
意の文章、待てよ、誰かに似ているぞと思ったが、な
んだ、司馬遼太郎じゃないか。日本の歴史を書いた
司馬遼、中国の歴史を書いた陳舜臣という双璧の
組み合わせで考えると良いようです。
まだ上巻の第１部しか読んでいませんが、アヘン貿
易で巨利を得ようと近代化した商船で押しかけてくる
英国とアヘンを輸入させまいとする清国（道光帝の
治世）の闘いと絡み合い。アヘン禁止担当の欽差大
臣となった救国の英雄・林則徐も登場してきます。小
説は厦門の豪商 連維材と厦門港に入港した英国
商船アマースト号との絡み合いから始まっていま
す。複雑なストーリーでスリル満点です。

著

講談社刊
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以前、この著者の１９９７年出版の「コリアン世界
の旅」という本を文庫から借りて読みましたが、忘
れ難い良い本でした。この本もなかなか良い本。
野村氏の目がとても暖かい。著者は山形県南陽
市の佐藤病院という精神科病院にある「重度認
知症治療病棟」に長期取材して書いたという。録
音機を使って録音したのだろうが、東北弁がいき
いきとして凄い。題名がいい。「解放老人」の「解
放」がポイント。佐藤病
院の理事長が「地道に
黙々と生きて来た人たち
が、こう（重度認知症に）
なると、個性がうわーっ
と出てくるんですよねえ」
と言った由。ここに例示
されている患者のとんで
もない、したい放題の行
動は、いわば永年常識
ハマエンドウ?
サロマ湖原生花園
や世間体や煩瑣な人間
な

『アヘン戦争 上・中・下』
庫 ２０１５年２月

陳舜臣 著 講談社文

第６３版

15 年６月に入った子どもの本
絵

本

『どうぶつたいじゅうそくてい』(聞かせや。けいた
ろう文 高畠純絵 アリス館) ID11608
『すみれ島』（今西祐行文 松永禎郎絵 偕成社
2013・21 刷）ID11594
『なぞかけどうじょう』
（中川ひろたか作 大島妙子
絵 金の星社 2014）ID11595
『じごくけんぶつ(紙芝居)』(水谷豊脚本 藤田勝治
童心社) ID11600
『絵本で学ぶイスラームの暮らし』(松原直美文 佐
竹美保絵 ・・・✿
あすなろ書房) ID11609
『けんぽうのえほん あなたこそたからもの』
(いとうまことぶん たるいしまこえ 大月書店
2015）ID11621※子どもに憲法の精神を。

外国の絵本
『あか き あお みどり』(ディック・ブルーナぶん・
え まつおかきょうこやく 福音館書店 2015)
ID11606
『たびにでたファルガさん』
(チトラ・サウンダー文 カニカ・ナイル絵 長谷川
義史訳 光村教育図書 2015) ID11622
『チムとルーシーとかいぞく』(エドワード・アーデ
ィゾ ーニさく な かがわちひろ やく 福音 館書
店)ID11607
『クジラにあいたいときは』(ジ
ュリー・フォリアーノ文 エリン・E・ステッド絵
金原瑞人訳 講談社)
『ベルンカとやしの実
上・下』
（バベル・シュルット文 ガリーナ・ミクリ
ー絵 福音館書店 2015) ID11611～2
『もぐらくんとゆきだるまくん』
（ハナ・ドスコチロ
ヴァ―作 ズデネック・ミレル絵 木村有子訳 偕
成社）ID11596
『庭をつくろう!』(ゲルタ・ミューラー作 ふしみみ
さを訳 あすなろ書房) ID 11618
『いきているひかり』
（モリー・バンク&ペニー・チ
サム作 さくまゆみこ訳 評論社 12）ID11598
『アベコベさん』
（フランセスカ・サイモン文 ケレ
ン・ラドロー絵 青山南訳 文化出版局）ID11599

沙羅の樹文庫だより１０６－２

読み物

大人も子どもの本を・・・。

『ベッツィ・メイとこいぬ』(ブライトン作
小宮ゆう訳 岩波書店)ID11617
『においのカゴ―石井桃子創作集』(石井桃
子著 河出書房新社 2014) ID11616
『たんぽぽ色のリボン』(安房直子作 南塚
直子絵 小峰書店) ID11613
『ハンカチの上の花畑』(安房直子作 岩淵
慶造 あかね書房) ID11614
『ちびドラゴンのおくりもの』
（イリーナ・コ
ルシュノフ作 酒寄進一訳 伊東寛絵 国
土社 2015・43 刷）ID11593
『 わ す れ も の の 森 』 ( 岡 田 淳 作 BL 出版
2015)ID11620
『まだなにかある 上・下』(パトリック・ネ
ス著 三辺律子訳 辰巳出版 2015)ID116
23～4※ヤングアダルト向き request

沙羅の樹の会員さんは、スタッフに薦められるまでも
なく、たくさん子どもの本も読んでおられると思いま
す。読み応えのある本がたくさんあります。たまたま、
最近、別のところで紹介した本を 2 冊。

科学読み物
『セミたちの夏』（筒井学写真と文 小学館
2012）ID11597
『野鳥が集まる庭をつくろう』(藤井幹、井上
雅英共著 誠文堂新光社 2013)ID11615

参考図書
『おすすめ紙芝居 400 冊』(子どもの文化研
究所 一声社 2015) ID11610

寄贈絵本
『おんぶおんぶ』ID11601
『とびだせしろくん』ID11602
『ふしぎな水色のゾウ』ID11603
『こぐまもミカヅキ』ID11604
『あめくんデビュー』ID11605
※以上、日本新薬子ども文学賞作品
(全冊版元・日本新薬寄贈)

『リフカの旅』(カレン・ヘス作 伊藤比呂美/西更訳
理論社 2015.3)・・・・・・ユダヤ人弾圧の始まったウ
クライナを逃れて、12 歳のユダヤ人少女リフカが家族の
あとを追って無事にアメリカの地に立つまでの壮絶な
１年間を日記形式で描いた話。著者の大叔母の実体験。
家族といっしょに旅立ったのに、思わぬアキシデントに
見舞われて家族と離れ離れになるリフカが持ち前の勇
気と知恵で窮地を切り抜けてゆきます。ドイツ、オース
トリア、オランダ、フランス、ポーランド、中欧諸国な
どのユダヤ人の話は知っているつもりでしたが、当然ロ
シアにもあったのですね。
この著者『ビリー・ジョーの大地』もおすすめです。
『浦上の旅人たち（岩波少年文庫）』(今西祐行作 岩波
書店 20０5.6)・・・・・・隠れキリシタンという言葉は
江戸時代まで使われた言葉だと思っていましたが、明治
政府によっても、信教の自由は迫害を受けていたのだと
知りました。
長崎・浦上の隠れキリシタン弾圧の事件を扱った話。
しっかりとした史実に基づきながら、著者が平和への願
いを込めて書き綴った
後日談は、今、騒然と
している私たちの国を
見据える縁でもありま
す。著者が参考にした
『隠れキリシタン史』
（1943 刊・古書）を入
手しました。関心のあ
る方はお申し出くださ
文庫の庭に咲くアナベル
い。
(さ・ら）

15 年６月に入ったおとなの本
フィクション

エッセイ・詩

『 虹 』 ( 周 防 柳 著 集 英 社 2015)ID16208 ※
日(日) オア ホワイト』(浅田次
request (土)15
『ブラック
郎著 新潮社) ID16209※request
『武道館』
（朝井リョウ著 文藝春秋 2015）ID162
10※request
『火花』(又吉直樹著 文藝春秋
2015) ID16211※request
『過ぎ去りし国の城』
（宮部みゆき著 Kadokawa
９ここから
2015）ID16212

『気になる人』(渡辺京二著 晶文社 2015)
ID16218
『長田弘全詩集』(みすゞ書房 2015) ID16221

『森は知っている』(吉田修一著 幻冬舎 2015)
ID16214
『マインド 』(今野敏著 中央公論社) ID16213
『流』(東山彰良著 講談社) ID16215
『 人 間 の し わ ざ 』 ( 青 来 雄 一 著 集 英 社 2015)
ID16216
『リストランテ アモーレ』(井上荒野著 角川春樹事
務所 2015)ID16226
『傘をもたない蟻たちは』(加藤シゲアキ著 角川書
店 2015)ID16227
『 持 た ざ る 者 』 ( 金 原 ひ と み 著 集 英 社 2015)
ID16228
『水死人の帰還』(小野正嗣著 文藝春秋 2015)
ID16229
『長いお別れ』（中島京子著 文藝春秋 2015）
ID16235
『入相の鐘』(星川清司著 文藝春秋 1998) ID162
32※古い本ですが、江戸の戯作者たちを主人公にし
た数篇。どこまで事実どこから作者の創作?
『忘れられた巨人』(カズオ・イシグロ著 土屋政雄訳
早川書房) ID16217
『イザベルに―ある曼荼羅』(アントニオ・タブッキ著
和田忠彦訳 河出書房新社 2015) ID16233
『夏の沈黙』(ルネ・ナイト著 古賀弥生訳 東京創元
社 2015) ID16234
『石を積む人』
（エドワード・ムーニー・Jr 著 杉田
七重訳 求龍堂）ID16235※request
★

ノンフィクション
『フォトストーリー 沖縄の 70 年』
（石川文洋
岩波新書 2015）ID16219※request
『 満 州 難 民 』 ( 井 上 卓 弥 著 幻 冬 舎 2015)
ID16220
『ケアのカリスマたち』
（上野千鶴著 亜紀書房
2015）ID16225※request
『ぼくらの民主主義なんだぜ』(高橋源一郎著
朝日新書 2015）ID16231

文

庫

『読んでいない絵本』(山田太一著 小学館文庫)
ID16230
『氷』(アンナ・カヴァン著 山田和子訳 ちく
ま文庫) ID16222
『ならずものがやって
くる』(ジェニファー・イーガン著 早川書房)
ID16223※ピューリッツア賞受賞
寄贈・文庫 新書
『タタール人の砂
漠』
『七人の使者
神を見た犬他十三
篇』(ブツアーテイ
著 岩波文庫)
ID16171、２
姫沙羅の花ですよ

『知床に生きる―
大船頭・大瀬初三
郎とオホーツクの海』
(立松和平著 新潮新書) ID16224

今月号・伊豆高原便り外伝(ポーランドにて)を
読まれた方、まだ未読でしたら、こんな本も読
んでみてください、アナベルさんおすすめで
す。
(文庫にあるものから)
一般書
『夜と霧 新版』(ヴィクトル・E・フランクル
著 みすず書房)ID7880
『それでも人生にイエスと言う』(ヴィクトル・
E・フランクル著 春秋社)※ID697４,7879
『慈しみの女神たち 上・下』
（ジョナサン・リ
テル著 集英社）ID9191～2
『ヒトラーに抗した白いバラ ゾフィー21
歳』(ヘルマン・フィンケ著 草風館)ID9409
『サラの鍵』(タチアナ・ド・ロネ著 新潮
社)ID15624
『19４1 年。パリの尋ね人』(パトリック・モ
ディアノ著 作品社)ID16057
『通訳ダニエル・シュタイン上・下』
（リュドミ
ラ・ウリツカヤ著 新潮社）※ID7129、30
児童書
『壁のむこうから来た男』(ウーリー・オルレブ
作 岩波書店)ID220
『あのころはフリードリヒがいた』(ハンス・ペ
ーター・リヒター作 岩波少年文庫) ID593 と
756 の 2 冊あり。
『縞模様のパジャマの少年』(ジョン・ボイン作
岩波書店)
『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 拍艪舎)
★『アンネの日記』は、児童書(ID214)一般書・
文庫(ID5513)共にあります。

また、ほかにも関連の読み物はたくさんありま
す。スタッフにお尋ねください。

伊・豆・高・原・便り

外伝

４月中旬、早春のポーランドへ行きまし
た。
ショパン、キューリー夫人、コペルニク
スを先ず思い浮かべますが、かつてのド
イツナチスの強制収容所はアウシュビッ
ツにあります（ドイツ領にされたポーラ
ンドのオシフィエンチム市郊外に１９４
０年にドイツにより設立されました。そ
のためオシフィエンチム市はドイツ語の
アウシュビッツという地名に変更され、
それが収容所で有名な地になり、強制収
容所の名にもなりました）
。
ナチス政権は人種的に純粋な社会を築こ
うとし、ユダヤ人の絶滅、そしてスラブ人と
ロマ（もとジプシーと呼ばれていた）とその
他の民族の絶滅を計画しました。アウシュビ
ッツ強制収容所は１９４２年からヨーロッ
パにおけるユダヤ人絶滅センターとなりま
した。現在博物館となり世界文化遺産となっ
ております。★詳細はインターネットで見ら
れます。www.auschwits.org
思春期に『アンネの日記』
、
『夜と霧』を読
んで以来、長い間、いつか必ず行ってみなけ
ればならない場所でした。
１９１ヘクタール全体が博物館そのもの
で、アウシュビッツ強制収容所と３キロ離れ
ているビルケナウ収容所があります。それぞ
れ１号(エリア)・２号(エリア)と呼ばれてい
ます。
１号エリアは、ホロコーストと大量虐殺の

・・・ポーランドにて・・・

(アナベル記)

痕跡を展示する常設館と、当時のまま保護さ
れている廃墟群です。人間の遺灰が撒かれた
場所・爆破されたガス室・焼却炉・人々がガ
ス室に連行された時に通った道・暴動が起き
た場所、そして死刑が執行された場所です。
展示は十代で読んだ霜山徳爾訳の『夜と霧』
にあった沢山の衝撃的な写真の実物でした。
２トンも残されていたという髪の毛、１１万
足以上の靴、１４０キロの眼鏡、トランクな
どの所持品。展示品は、壁１面のガラスの向
こうから手前にむかって山積みされていま
した。活字で数字だけ見るとどこか無機質な
形になりますが実際の慰留品を見ると、その
１つ１つが実際に事の重みを伝えてくれま
す。とくに、可愛いい子供や赤ちゃんの靴、
毛糸の白いカーディガンを目にした時こみ
上げるものがありました。焼却炉は２基復元
されていましたが、そこで焼却炉を撮ろうと
した外国人に、私達の日本人の博物館ガイド
が大変強い口調で駄目だと注意しました。こ
こには犠牲になった多くのユダヤ人の親族
も来ているのだから、神経をさかなでするよ
うな行為は許さない、と言われ、私達はだま
って下をむき、頷きました。
１号展示館で、とくに胸をうったのは、壁
面全体に拡大されて展示されていた１枚の
写真です。貨車で運ばれ、選別され、ガス室
に連行されていた人々の先頭に、後ろにはお
母さんと思われる赤ちゃんを抱いた人の前
に、１０歳くらいの少年が小さい２人の弟の

沙羅の樹文庫だより１０６－３

手をしっかり握りしめ、口を真一文字に結ん
で前を見つめて歩いている写真でした。また
長崎で布教活動をしたコルベ神父が、子供が
いたポーランド人の身がわりとして処刑さ
れたのもこの収容所です。
２号エリアのビルケナウ収容所、ここでは、
アウシュビッツ強制収容の大半が殺害され
たことから、博物館は史跡に展示場を設けず
解放当時のまま保護されています。１９４４
年には９万人以上の囚人が収容され、木造の
囚人棟が３００以上あった最大規模の強制
収容所でした。膨大な敷地に１０棟の粗末な
囚人棟と破壊された囚人棟跡、１３ｋｍを超
える有刺鉄線の囲い、１０キロに及ぶ道路が
保護されています。人間の大量虐殺を唯一の
目的としていた収容所の特殊な構造が思い
浮かびます。訪れた日は外気温が５度と寒く、
冬はマイナス２５度にもなるというこの地
で、木造の棟に一つだけあるレンガのストー
ブで生きた人々の絶望的な日々はいかばか
りであったかと思うとあまりあるものがあ
りました。見渡す限りの広い野原に、等間隔
で焼け残っている囚人棟の煉瓦の煙突だけ
が、後世に、人間の負の遺産として人類史上
最大の悲劇を伝える墓石のように感じまし
た。
博物館に行った日は土曜日でしたが、見学
者で混雑していたのは、意外でした。周辺の
いろいろな国のナンバープレイトの大型バ
スや車で、高校生や学生と思われる若者が来

囚
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…

ていました。年々来訪者が増え、内外の教師
や青少年に対する教育活動の中心になって
いるようです。
このような悲劇が繰り返されないために
強い意志とその記憶を維持する義務が、わた
したちに課せられています。元囚人の「人間
こそがそのような悪事を働き、しかしそれを
防げるのも人間しかいません」という言葉は、
重く心に残りました。
こうして、長い間果たせなかった、私の宿
題の旅が終わりました。（アナベル・F）
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ARBEIT MACHT FREI
アウシュビッツ 1 号入口

2 号ビルケナウ収容所入口(映画「シンドラ
ーのリスト」などでしばしば出てくる場所)
ヨーロッパからのユダヤ人を運ぶために、
線路を引き込み 1 号⇔2 号間の中間に
プラットホームを設けた)
子どもの本にもよく描かれている監視搭
(サーチライトは 360 度回転する)

焼け残ったレンガの煙突の列

アナベルさんが撮っていらした写真の中から(写真を再度写したので不手際お許し乞う)。
文庫ではほかの写真と共に展示します。

