
文庫あれこれ◆8 月の文庫、今回はお盆をはさん

で開館します。年配の方はきっとお子さんお孫さ

んで賑わい、若い人たちは、親御さんのもとへお帰

りなのだと思いながら。◆夏休みを取ろうと、私

も、長女の長女と、3 女の長女の孫 2 人と、やって

来ました。姉妹と違って従妹同士だとなかなかい

い関係を作ってやっています。まあ、7 歳離れてい

るから喧嘩にもならないのでしょうが。◆今日(11

日)は 2 人で<ぐらんぱる>で楽しんできたようで

す。高１も小学生に戻って。(ウォーター・バルー

ンとトランポリンが一番とのこと)◆何ですか、今

年はわが家は、スズメバチに好かれているようで、

先月から人の出入口の上に立派な巣を作ってくれ

ます。噴射式駆除剤を使っているのですが。つい

に、和室の屋根裏に・・・?  みなさんも気をつけ

てください。◆新聞、テレビ、映画等で戦後７０年

を忘れじと、さまざまなドラマやドキュメンタリ

ーが、放映、報道されていますね。◆14 日文庫開

館日です。雨もあがりました。◆なかなか評判のよ

うですが、『火花』『流』を最初に読まれた方、いか

がでしたか。◆戦争にかかわる本を少し別置して

みました。5 月とまた別の本もあります。手にとっ

て見てください。◆私は終戦の時、1 歳 10 か月で

した。前橋(群馬)に疎開していましたが、母は家を

守るために残り、祖母は私を負ぶい、当座の必需品

を乳母車に積んで田んぼの畦道を走ったそうです

が、わきの小川に落ち、B29 を避けて濡れ布団を被

ってやり過ごしたと、何度も何度もあとになって

聞いたので、自分がまさに原体験をしたように思

っています (忘れたい記憶をお持ちの方がいらし

たらごめんなさい)。悲しみや憎しみのみでなく、

戦争は戦う両者に不条理なことだと、体験してい

ない子どもたちに大人はどう、伝えればよいので

しょう。◆そのまえに、熱中症対策と健康維持が大

切ですね。◆今回も、新しい本、いただいた稀有な

本、どうぞ、お楽しみください。    (西村) 
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夏の空を彩る花火、伊東でも、川奈でも、八幡野でも

今頃でしょうか。ぱっと咲いてぱっと散る、心躍る瞬

間でもあり、一抹の淋しさの残る一瞬でもあります。

亡き人を迎える季節、そして終戦 70年・・・・・・。 
 

天の海に 雲の波立ち  

月の船 星の林に 漕ぎ隠る見ゆ   

柿本人麻呂 

★   ★   ★   ★   ★   ★ 
  
青うみに まかがやく日や。 

 とほどほし ははが国べゆ 舟かえるらし

釈 迢空    

あ✿2015開館スケジュール✿ 
◆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 
「子どものための小さなおはな
し会」10:30～11:00 
 
✿おはなし沙羅の勉強会✿ 

毎月開館日(土) 11：00～13：00 
 

 

 

文庫は開館して 10年目に入りました。 
会員更新のご協力、ありがとうございます。 
引き続き、駐車についてもご協力お願いします。 

(沙羅の樹文庫) 
 

 

 
 

10 日夜、文庫から空を見あげると、天の川が長く 

はっきりと見え、白鳥座、わし座、こと座が天の川 

の上に、夏の大三角形を形作っていました。 

 

 
 
 

  

『孫 正義の参謀 ソフトバンク社長室長３０００日』 

嶋 聰 著 東洋経済新報社 ２０１５年３月第３版 
 

著者は身長１８０㎝、体重９０キロという偉丈夫。松

下政経塾に入校し選ばれて東京政経塾代表になっ

たが、その後衆議院選挙に立候補して当選して民

主党議員となり、菅・鳩山・岡田３氏の補佐役として

活躍した。しかし小泉総理のやった「郵政選挙」で落

選して転身、２００５年末にソフトバンク社に入社、孫

社長の下で社長室長を８年間務めた人物。ソフトバ

ンク社の孫社長は、大胆な経営戦略に長け商売上

手で、やたらに元気は良いが、NTTなどの既成戦力

に楯突くことも多く、現状維持に傾くことが多い政治

家・官僚などへの対策には若干弱みがあった。一方

で嶋氏は政経塾のルートもあり、逆に政界・官界に

は広い人脈を持ち、対政治家・官僚対策には自信

満々。よい組み合わせとなって、孫社長の弱みを補

って目覚しい働きをしたらしい。彼はきっちり日記を

つけていたので、日記に基づいて細かいところまで

再現しながらこの本を書いたという。 

山場は４つあって、 

１）２００６年にソフトバンク社がボーダフォオン社を２兆

円というとんでもない大借金をして買収し携帯電話業

界に参入したが、NTT ドコモや AU には歯が立たない

第三位の業界最下位の弱小会社であった。「ソフトバ

ンクは大借金で危ないぞ」と噂されソフトバンク社の株

価も何度も大きく下落した。しかし孫氏は他社の度胆

を抜くような価格体系・販売戦略と、Apple 社  の 

iphone の独占輸入でなんと業界首位の NTT ドコモに

肉薄するようになる。嶋氏はまだ入社したばかりであっ

たが孫さんの常識外れの猛スピード経営にすぐ適応で

きたらしい。 

２）NTT の独占する光ケーブルを解放させて日本の携

帯業界にあまねく｛光の道｝を利用させることができる

ようにするという孫社長の永年の悲願の大戦略の展開

に 
 

２０１５年 8月に読んだ本についての感想  ２０１５．８．１３  by  森林浴 

に官界・政界に働きかけるなどに貢献。しかし、これは業

界の抵抗で挫折した。 

３）孫社長は２０１１年３月の大震災には「狂人のようにな

って」フクシマの被災者の遠隔地への移住を図り、さらに

は原発から自然エネルギーへの転換―太陽発電と風力

発電を進め、なんとモンゴルなどの海外への設備投資で

発電する電力を海底ケーブルで日本に輸入するという構

想－アジア スーパーグリッド計画－をぶち上げた、これ

は反対派＝原発維持派の抵抗で中途半端になっている。

孫社長が総務省副大臣を「バカ」「バカ野郎」と数回どなり

つける場面には驚いた（222頁）。 

４）孫社長は、NTT ドコモを完全に抜いて携帯電話業界で

日本一となり、さらに世界市場で確かな地位を占めるとい

う大方針のもと、2012年末にアメリカの携帯電話業界 NO.

３位のスプリント社を２兆円で買収するという大博打を進

め実現した。これで携帯電話会社としては NTT ドコモを抜

いて日本一となったのですが、その後スプリント社の業績

不振が全体の足を引っ張るという問題が生じ、さすがの

孫さんをも悩ましているようです。 
 

結局、著者は 2014年 3月末にソフトバンクの社長室長

を退職した。 (※この紹介文は 5月にいただいたもの) 
 

『利休の闇』 加藤 廣著 文藝春秋社刊 201５年３月

第１版  
 

著者の加藤さんにお会いしたのは 10 数年以上前だっ

たか、私がまだ会社にいたころに業務で来社された加

藤氏は当時経営指導のコンサルタントであった記憶し

ている。失礼な言い方だが、もっさりした小男といった

御風采で、その後彼が「信長の棺」という歴史小説を書

いたところ、当時の首相小泉純一郎がファンになったと

いうことから、本が大いに脚光を浴び、ベストセラーに

なったのには驚いた。その後いくつかの歴史小説を出 

 

されたようで、これが最新作。著作は秀吉がらみ

の話が多いが。これは秀吉に茶道を手引きした

利休を中心にした話。（利休という名はずっと後

に秀吉に授かったもので、この小説の大半は、

「宗益」という茶道の名で登場する。――因みに利

休の名の「利」は本来茶人の避ける字で秀吉の嫌がらせが

始まっていた印だということだそうです。）秀吉の時代に

茶道がなぜ武士の間で流行したのかーそれは

親分の信長が茶道に打ち込んでいたからに他

ならない。 

旨く行っていた秀吉との関係が、天正１１年秀吉

が天敵柴田勝家との決戦の前に山崎の「待庵」

で開いた茶会の頃から、茶道に対する姿勢・考

え方の食い違いから徐々に崩れて行き、また利

休の秀吉に対する政治がらみの対応が不味か

ったこともあって、最後には秀吉に憎まれるよう

になり、利休の人生は秀吉に強いられた割腹死

で終焉する。 

その経緯を追った著者の綿密な資料調べは大変

なものだが、全編を通じてなんとなく物足りない感

じが免れないのは、著者の利休に対する愛着とい

うか尊敬というかが足りず、読み終えて、とにかく

主人公をもう一つ好きにはなれないことだ。歴史と

しては分かるが、小説としてはそこがもう一つ不満

のあるところである。なお文章の書き方で、行替え

が詩のように多くて、異様 

でもある（例は例えば１ 

２７頁）。いかなる効果を狙 

ったのだろうか？茶事に 

必須の茶碗にご興味の 

ある方には、とても面白 

い小説と思います。 
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絵 本 
『かぐやひめ』(円地文子文 秋野不矩絵 岩崎

書店)ID11662 

『やまたのおろち』(羽仁進文 赤羽末吉絵 岩

崎書店)ID11661 

『地球をほる』(川端誠作 BL出版)ID11660 

『はじまりのはな』(マイケル・J・ローゼン文

ソーニャ・ダノウスキ絵 蜂飼耳訳 くもん出

版)ID11650 

『リンドバーグ― 

空飛ぶネズミの大冒険』 

(トーベン・クールマン作 

金原瑞人訳 ブロンズ新社 

2015)ID11659 

※request  
 
 
 
 
寄贈いただきました。(文庫のお友だちから) 

『こわくない こわくない』(内田麟太郎ぶん 

大島妙子え 童心社) )ID11653 ふたご 

『おつかい どきどき』(木村裕一作 田中四郎

絵 偕成社）)ID11651  

『ねこねここねこ』(ブルノー・絵 福音館書

店)ID11654 

『天下一の弓使い』(武建華絵 松本猛再話 小

学館 2015）ID11652  

寄贈いただきました。（版元・絵本塾出版から） 

『もりのうんどうかい』(ビーゲン セン作 よ

しかわゆたか絵) ID11674    『スパゲッティ

のぼうけん』(クレーン謙作) ID11675    『ゆ

かいな教室』(ビーゲン セン作 みぞぶちまさ

る絵) ID11676    『かしこくいきるしまり

す』(手島圭三郎作) ID11677    『みん

ななかよしマナーのえほん』(クリスティン・コ

ワロー作 藤井寛子訳)ID11664  

 

   

 

15 年８月に入った子どもの本  

 

読み物 
『プチコット村へ行く』(安藤美紀夫作 新

日本出版社)ID11663 

『月の船』(武鹿悦子作 東逸子絵 小峰書

店 2006）ID11648※寄贈 

『らくごで笑児科』 (斉藤洋作  偕成社

2014)ID11649 

『ヒロシマ１ 歩きだした日』(那須正幹作

ポプラ社）ID11658 

『もう、ジョーイったら! ２ 父さんとキャッ

チボール』(ジャック・  ギャントス作 前

沢明枝訳 徳間店 2014)ID11640 

『みえない雲』(G｡バウゼバング 小学館文

庫)ID11655 

『そこに僕らは居合わせた』(G｡バウゼバン

グ みすず書房)ID11656 

※上記 2冊は原発警告の物語。大人にも読ん

でほしい。 

沙羅の樹文庫だより１０８－２ 

    💛読んでみてください💛 
『ふたりのロッテ』(エーリヒ・ケストナー作 
池田香代子訳 岩波少年文庫) 
 

 このお話は、ドイツのビュール湖のほとり
にある「ゼービュール子どもの家」のできご
とからはじまります。 

 ある年の夏、子どもの家に今年はじめての
新入り 20人がとう着しました。ところがその
中にひとりだけ、前からきているルイーゼと、
うりふたつの女の子がいました。ルイーゼは
お転婆でしたが、その女の子は上ひんで、ロ
ッテという名前でした。 

 そのあと、ふたりはとなりのせきで食じを
し、となりのベッドでねかされました。そし
て、ふたりはすぐになかよしになりました。 

そのうち、ふたりはあるひみつをさぐり出
しました。ふたりは、ふたごだったのです。 

ルイーゼはお父さんだけで、ロッテはお母
さんだけだし、ふたりは、同じ日に同じリン
ツで生まれていたからでした。 

やがて、子どもの家からじぶんたちの家に
かえるときが来ました。 

ふたりは、ある作せんを考えました。それ
は、ふたりが入れかわって、ロッテはルイー
ゼがすんでいるところへ、ルイーゼはロッテ
の家へ行くのです。 

ふたりはそれぞれの家につきました。 

さて、これから、 

ふたりはどんなこと 

をまきおこすのでし 

ょうか。 

これから先を知り 

たかったら、ぜひ読 

んでみてください。 

 

 

(小 3 水野空奈) 

 

寄贈（版元・絵本塾出版から） 

『にん者恐竜』『きょうりゅうが走る』『きょ

うりゅうも病気になる』『きょ押しうりゅう

のはか場』（たかしよいち作 小泉澄夫絵）

ID11667～11670※(ナゾとき大きょうり

ゅう)シリーズ：小学校低学年～中学年向 

『掘り出された恐竜 

大化石』『眠りからさ 

めた大恐竜』『怪じゅ 

うたちの大絶滅』『氷 

づけのマンモス大発 

見』『原始人のくらし 

に大接近』（たかしよ 

いち作 小泉澄夫絵） 

ID11671～11675 

※(よみがえる化石恐竜たち)シリーズ：小学

校中学年・高学年・中学生向 

 

 

 

 

 

 

フィクション 
『天空の蜂』(東野圭吾著 講談社 2015）

ID16279※request 

『悲素』(帚木蓬生著 新潮社 2015)ID16280 

『冥途あり』(長野まゆみ著 講談社 2015) 

ID16281 

『14 歳の水平線』 (椰月美智子著  新潮社

2015）ID16289※request  

『さよなら、ニルヴァーナ』(窪美澄著 文藝春

秋 2015)ID16282  

『ビオレタ』(寺地はるな著 ポプラ社 2015) 

ID16298 

『ドクター・スリープ 上・下』(スティーヴン・

キング著 文藝春秋 2015) ID16287、88 

 

エッセイ・ノンフィクション 

『雨の裾』(古井由吉著 講談社 2015）ID162 

83 

『原爆供養塔』 (堀川恵子著  中央公論新社

2015)ID16284 

『竹林はるか遠く―日本人少女ヨーコの戦争体

験記』『続・竹林はるか遠く―兄と姉とヨーコの

戦後物語』(ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ著&監

訳 都竹恵子訳 ハート出版 2013～5)ID163 

00～01※request 

『戦争が遺したもの―鶴見俊輔に戦後世代が聞

く』(鶴見俊輔、上野千鶴子、小熊英二著  新曜社

2004)ID16303※鶴見さんの死を悼んで。 

『スマートテロワール―農村消滅論からの大転

換』(松尾雅彦著 学芸出版社 2014)ID16302 

※request 

『映画で日本を考える』(佐藤忠男著 中日映画

社 2015)ID16286 

『「谷根千」地図で時間旅行』(森まゆみ著 晶文

社 2015)ID16285  

 

 

15 年８月に入ったおとなの本  

 
新書・文庫 
『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる―日本人へ

の警告』(エマニュエル・トッド著 堀茂樹訳 文

春新書 2015) )ID16304※request 

『下流老人―一億総老後崩壊の衝撃』(藤田孝典

著 朝日新書 2015) ID16297※request 

『廃線紀行―もうひとつの鉄道線』(梯久美子著 

中公新書 2015)ID16296 
 
『烏には単は似合わない』『烏は主を選ばない』 

(阿部智里著 文春文庫 2014、5)ID16290～1 

『子守唄』（カーリン・イェルハルドセン著 木

村由利子訳 創元社推理文庫 2015）ID16292 

『中途の家』(エラリー・クイーン著 角川文庫 

2015) ID16293 

『ブッダ伝―生涯と思想』(中村元著 角川ソフ

ィア文庫 2015)ID16294 

『終わりと始まり』 (池澤夏樹著  朝日文庫

2015) ID16295  
 
いただきました。 

『ホタル帰る―特攻隊員と母トメと娘礼子』(赤

羽礼子、石井宏著 草思社文庫) )ID16316  

『夏の花・心願の国』 (原民喜著  新潮文

庫) )ID16315 

『十二月八日と八月十五日』(半藤一利編著 文

春文庫)ID16314  

『日本でいちばん長い日』(半藤一利編著 文春

文庫)ID16307 

 

戦争ということを考える本を拾ってみました。(文庫にある他のものも別置) 

 大人も子どもの本を・・・③  
『ジャック・デロシュの日記―隠されたホロコ
ースト』(ジャン・モラ作 横川晶子訳 岩崎書
店 20０７.７)    
 思春期のフランス人少女、自分をこよなく愛
してくれるボーイフレンドに、敢えて言えば、
ちょっとぽっちゃりしてるかなと言われ、ダイ
エット中のエマが主人公。彼女にとって、町の
人々の尊敬を一身に集める祖父母が精神の拠
り所。脳腫瘍の手術も甲斐なく祖母が死に、後
片付けの最中、エマは黄ばんだ 1 冊の日記を見
つけた。その「ジャック・デロシュの日記」の
表裏に隠された写真 2 枚。 
 ジャックは祖母が死の間際に言った寝言の
人の名。なぜそれが祖母の手もとにあったの
か。祖父は答えない。そしてエマはジャックの
日記を読み進むうち、唖然とする。 
 ジャックはフランス人なのに、フランスの裕
福な知識階級の息子なのに、ナチドイツに協力
する目的で志願し、ワルシャワの絶滅収容所
「ソビブル」の殺人者サイドの人間になった。
そして20万人と言われるユダヤの人々を死に
追いやることを痛快なことと考える。 
 ジャックとは誰なのか、祖母とどんな関係に
あったのか・・・。 
 エマが最後にとる行動に疑問を感じながら
も、ショックから立ち直れない読者の自分・・・。   
ジャックのような身勝手な価値観、自分と違

う人間(この物語で言えば、ユダヤ人、ロマの
人々、身体的、知的弱者)は存在価値がない、と
平然と考える人間はいつの時代にもいる。世界
中に、この日本に。特に社会を、国を引っ張っ
ていこうと考える人々の中に。そうでなくとも 
いやをいや、ちがうをちがう、だめをだめと言
えない人々が多い。私もその一人かもしれな
い。― 
 文庫では何人もの方たちが読んだはず。どう
思われただろう。子どもの本だが、子どもにど
う手渡せばいいのだろう。 
 いまは、「ソビブル」は跡形もなく、緑の楽園
になっているという。アナベルさんのアウシュ
ビッッツ訪問記を思い出しながら、考え込んで
しまう。まだの方読んでみてください。(さ・ら)   

 


