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タマネギの収穫 10.6

文庫あれこれ◆10 月は昨日まで慌しいスケジュー
ル。所属団体の全国交流集会で代々木のオリンピッ
クセンターに３泊４日、５日から北海道、台風で足
止めくって１日遅れで帰京、連休明けから毎日小学
校、介護施設でのお話会、そして 15 日、町田文学
館の大人のためのお話会で町田縁りの作家紹介(本
読んで原稿書いてしんどかったぁ)→文庫へ直行。
昨晩は目が腫れるほど熟睡。◆5 カ月ぶりの北海道
は、夫さんの診療が終わると近場の温泉へと出かけ
ました。◆紅葉も始まり、ちょうどタマネギ、じゃ
がいもなどの収穫期で、大地をトラクター(ハーベ
スタ―)で収穫する様子が珍しく愉快でした (数日
後、台風の影響で田畑は川化して、上の収穫ケース
が水浸しというのも見ました)。◆文庫の土曜は珍
しくスタッフ N さん M さんがコーラスの発表会で
お休み。◆パソコンも機嫌が悪く初代 PC が登場、
代役が務まりますか不安。◆アメリカからハロウィ
ン菓子を送ってくれた 2 女が帰国しても袋菓子を
用意してくれてます。大人は早いもの勝ち。◆日曜、
秋の夜長のおはなし会を一日限り復活(知多阿久比
町からのお客様に)。◆週末秋日和になあれ(西村)

2015 年 10 月号

✿2015 開館スケジュール✿
◆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)
✿2016 開館スケジュール✿
◆１月は通常 16 日(土)17 日(日)
◆２月は通常 20 日(土)21 日(日)
◆3 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
「子どものための小撮ったさな
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

始まった紅葉 (チミケップ湖にて)１０．６
もみじのワルツ
あさのひかりと
「せっせっせ」をして あそんでいるうちに
ほっぺたが あかくなったの
そうしたら
とおりかかった かぜが
きれいだね と ほめてくれた
あたし うれしくて
もっともっと あかくなった
あっ
かぜが さそってくれた
あたしおどってきますね
もみじくみこ(工藤直子)

駐車について
駐車可能な場所：文庫駐車場 3 台・ハナミズキさ
んとサウスフィールドさん(駐車場が空いていると
き)・グラナダさんの昼休み時間(14:00～１7:00)・
文庫下道路左折したところ・文庫下 2 軒先左折行
き止り道路
※遠笠山道路スパゲティやさん跡は駐車×になりま
した。 路上駐車×です。ご面倒をおかけしますが、
遵守願います。
(沙羅の樹文庫)

２０１５年９月に読んだ本についての感想

『竹林はるか遠くー
日本人少女ヨーコの戦争体
大人も子どもの本を・・・⑤
験記』 ヨーコ・カワシマ・ワトキンズ著・監訳 都
竹恵子訳
ハート出版社刊 2015 年 6 月第 6 版
大人も子どもの本を・・・⑤
この本のことは実はＡｍａｚｏｎの広告で知った。
大人も子どもの本を・・・⑤
正直言ってもう戦争の悲惨な体験は聞きたくない
という気持ちはあるが、私の場合、自分の父親が
大人も子どもの本を・・・⑤
先の戦争で出征し満州に連れてゆかれ、おまけ
にシベリアの捕虜として３年間生死不明になった
ということから満州や朝鮮の記録となるとつい引
き込まれでしまう。
この本は朝鮮から帰国後、米国人と結婚して米
国に居住しているヨーコ・カワシマさんが書いた先
の太平洋戦争の敗戦後の朝鮮半島における大
混乱を生き抜いた１家族の記録であるが、のちに
米国の教科書に載って有名になったという。大体
は予想していた内容だった、とはいえ読みだすと
やめられない迫力がある。感心するのはその記
憶力で、実に精細に事実を記録していて驚くばか
りだ。
主人公は次女の擁子（ようこ）11 歳（家庭内のあ
だ名＝「小さいの」）、姉が好（こう）で 16 歳、兄は
淑世（ひでよ）。いずれも滅多に無い珍しい名前
で、付けた親の学殖が偲ばれる。
終戦の年７月末、一家の住んでいた羅南という朝
鮮最北端の町から、離れた工場で働いていた兄
を残して、深夜赤十字の病院列車―貨車だがー
で京城（今のソウルですかね）に向けて、一家女
だけの３人の逃避行が始まる。聡明でしっかりし
た母親とともに、一緒に運命を切り開いて生き残
った姉―好―は、まことに頼りになる悧巧で強靭
な女性だった。その地獄の行程の後、釜山港を
経て母国博多港にたどり着き、母の判断で京都
に居を求める。（といっても駅のベンチで寝る生
活）。母は心身擦り減らして京都で急死してしまう

紅葉色増す知床硫黄山への途 10.11

雨に濡れて草を食む馬 10.9

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

２０１５．１０．１５ by 森林浴

に居を求める。（といっても駅のベン チで寝る生
活）。母は心身擦り減らして京都で急死してしまう
が、残してきた兄の淑世（ひでよ）が帰ってきた。子
供３人がたくましく敗戦直後の混乱期に生き残る様
がよく描けている。
『続・竹林はるか遠くー兄と姉とヨーコの戦争物語』 ヨー
コ・カワシマ・ワトキンズ 著・監訳 都竹恵子 訳
ハート出版社刊 2015 年４月第１版

これは上記の本の続編で、日本に故国してからの
苦難の生活の記録である。日本にたどり着いてか
ら京都駅で疲労とショックで弱り切って死んだ母、な
んとか舞鶴に帰りつき一緒になった兄、しかし火事
の中で姉―好―が大怪我して入院。そして最後に
シベリアの捕虜だった父が帰国するが、父は深い
怪我をして衰弱しており１９６６年に死んでしまう。擁
子（ようこ）は東北の米軍基地で知り合ったアメリカ
空軍の兵士と結婚し、米国でこの本を書いた。

収穫されたじゃがいもとハーベスタ―10.7．
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ヒグマの写真著作権は、大瀬初三郎(知床漁業組
津別峠から屈斜路湖を臨む 10.6

合代表)さんにあることをお断りしておきます。

沙羅の樹文庫だより１10－２

15 年 10 月に入った子どもの本
絵本
『まほうのコップ』(藤田千枝原案 長谷川摂子文
川島敏生写真 福音館書店) )ID 11795
『からだのみなさん』(五味太郎作 福音館書店))ID
11726
『シニガミさん』(宮西達也作絵 え
ほんの杜)) )ID 11707
『シニガミさん
２』(宮西達也作絵 えほんの杜)) )ID 1170８
『まゆとおに』(富安陽子文 降矢ナナ絵 福音館書
店) )ID 11678
『いいからいいから４』(長
谷川義史作 絵本館) )ID 11716
『おつきさま』(やすいすえこ作 葉祥明絵 フレー
ベル館) )ID 11680
『まちにはいろんなか
おがいて』(佐々木マキ文・写真 福音館書店) )ID
11679
『はじめての旅』(木下晋文絵 福
音館書店) )ID 11717
『おじいちゃんの手』(マーガレット・メイソン文
フロイド・クーパー絵 もりうちすみこ訳 光村教
育図書) )ID 11725
『フリードリヒばあ
さん』(ハインツ・ヤーニッシュ文 ヘルガ・バンシ
ュ絵 光村教育図書) )ID 11730
『みな また よみがえる』(尾﨑たまき写真・文
新日本出版社) )ID 11731
『わたしが外人だったころ』(鶴見俊輔文 佐々木マ
キ絵 福音館書店)ID11779

読み物(日本)
『チョコちゃん』(椰月美智子さく そうえん
社) )ID 11783
『星空ロック』(奈須田淳著 あすなろ書房)
ID11778
『ペーターという名のオ
オカミ』(奈須田淳作 ミヒャエル・ゾーヴァ絵
小峰書店) ID11777
『一億百万光
年先に住むウサギ』(奈須田淳作 理論社)ID11
797
『ぼくはきみのおにいさん』
(角田光代著 河出書房新社)ID11780

読み物(外国)
『ベッツィ・メイとこいぬ』(イーニッド・ブラ
イトン作 ジョーン・G・トーマス絵 小宮由
訳 岩波書店 2015) ID11740
『月にハミング』(マイケル・モーパーゴ作 杉
田七重訳 小学館 2015) ID11738
『イソップのお話』(河野与一編訳 岩波少年文
庫) ID11739

参考リスト
『きみには関係ないことか』(京都家庭文庫地域
文庫連絡会編 かもがわ出版)ID11800
『絵本は語る はじまりは図書館から』(草谷桂
子著 子どもの未来社)ID11799
『3.11 を心に刻むブックガイド』(草谷桂子著
子どもの未来社)ID11798

紙芝居
『なめとこ山の熊』(宮澤賢治原作 さとうつきこ脚
本 岡野和絵 岡野和の紙芝居刊行会)ID 11782
『てんぐのこま』(岸なみ再話 さとうつきこ脚本
岡野和絵 岡野和の紙芝居刊行会) )ID 11781
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15 年 10 月に入ったおとなの本
フィクション（日本）

フィクション(外国)
『日々の光』(ジェイ・ルービン著 柴田元幸/平塚
隼介訳 新潮社 2015) I D16348※request
『さよならまでの読書会』(ウィル・シュワルビ著
高橋和子訳 早川書房) ID16349※request
『ナチスと精神分析官』(ジャック・エル=ハイ著
高 里 ひ ろ / 桑 名 真 弓 訳 KADOKAWA2015)
ID16350※request
『国を救った数学少女』(ヨナス・ヨナタン著 中
村久里子訳 西村書店 2015) ID16363

文庫(寄贈)
『夢幻』(佐伯泰英著 光文社文庫)ID16277
『神隠し』(佐伯泰英著 新潮文庫)ID 15879
『弓張ノ月』 (佐伯泰英著)ID15876
『光圀』(佐伯泰英著 新潮文庫)ID16347
『桜吹雪』(佐伯泰英著 文春文庫) ID16346
『異国の影』(佐伯泰英著 新潮文庫)ID 16276
『見えざる貌』(堂場瞬一著 中公文庫)ID16275
『真相』(横山秀夫著 双葉文庫) ID16345
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詩集ほか
『童謡集 みぃーつけた』(木曜会編 銀の鈴社)
ID11784
『時の迷路 ポケット版』(香川元太郎作・絵 PHP
研究所) )ID 11793

『琥珀のまたたき』(小川洋子著 講談社 2015)
４５k 『砂の街路図』
ID16359
（佐々木譲著
小学館 2015）ID16358
『空にみずうみ』
（佐伯一麦著 中央公論新社 2015）ID16360
『 水 曜 日 の 凱 歌 』（ 乃 南 ア サ 著 新 潮社
2015）ID16361
『冥途あり』
（長野
まゆみ著 講談社 2015）ID16362
『廻廊にて』(辻邦生著 小学館)ID16377
『曽根崎心中』(近松門左衛門原作 角田光代著
リトルモア)ID16378 『かなたの子』(角田光代
著 文藝春秋)ID16386
『たすけて、
おとうさん』(大岡玲著 平凡社 2015) ID16357
『第 18 回「伊豆文学賞」優秀作品集』
（伊豆文学
フェスティバル実行委員会編 羽衣出版）ID163
56※request

科学読み物
『犬たちがくれた音』(高橋うらら著
MAYUM 写真 金の星社フォア文庫) ID117
42
『広島の木に会いにいく』(石田裕子作 偕成
社 2015)ID11743
『患者さんが教えてくれた－水俣病と原田正
純先生』(外尾誠文 フレーベル館) ID 11792
『君たちには話そう- かくされた戦争の歴史』
(いしいゆみ作 くもん出版)ID 11744
『命を救われた捨て犬 夢乃丞』(今西乃子著
浜田一男写真 金の星社)
『オキノタユウの島で』(長谷川博作 偕成社)
ID 11746
『さくら猫と生きる』(今西乃子作 浜田一男
写真 ポプラ社 2015 )ID 11747
『水俣を忘れない』(桑原史成写真・文 草木文
化 2,014)ID 11748
・・・・・・・・・・✿
・・・・・・・・・・
『詩集 ライラックの枝のクロウタドリ』(ジ
ェイ無地・リーヴズ著 エドワード・アーディ
ゾーニ絵 間崎ルリ子訳 こぐま社 2015)
ID11690

大人も子どもの本を・・・⑤

エッセイ・ノンフィクション
『生きがいについて』
（神谷美恵子著 みすず書房）
※request
『感じる言葉オノマトべ』
（小野
正弘著 角川選書）ID16352
『寺山修司
からの手紙』（山田太一編 岩波書店 2015）
ID16353
『世界は終わりそうにない』(角
田光代著 中央公論新社 2015）ID16382
『獄中メモは問う―作文教育が罪にされた時代』
（佐竹直子著 北海道新聞社）ID16354
『ヴァイオリニストの領分』（堀米ゆず子著 春秋
社 2015）ID16355
文庫(日本)
『春の戴冠１～４』（辻邦生著 中公文庫）ID163
71～4※request
『青蛙堂鬼談』
（岡本綺堂著 中公文庫）ID16365
『味の散歩』（秋山徳蔵著 中公文庫 2015）
ID16364※天皇の料理番
以下、角田光代著：
『空中庭園』(文春文庫 2015) ID16379
『月と雷』(中公文庫 2015)ID16383
『空の拳 上下』(文春文庫 2015)ID16380～1
『幸福な遊戯』(角川文庫)ID16384
『おまえじゃなきゃだめなんだ』(文春文庫 2015）
ID16385
以下、(誉田哲也著 光文社文庫) ※request：
『ブルーマーダー』ID16375
『ストロベリーナイト』ID16370
『シンメトリー』ID16369
『ソウルケイジ』ID16368

文庫(外国)
『ジゴロとジゴレット』
（サマセット・モーム著 金
原瑞人訳 新潮文庫 2015）ID16367
『幽霊ピアニスト事件』
（フレッドゥン・キアンプ
ー ル 著 酒 寄 進 訳 創 元 社 推 理 文 庫 2015 ）
ID16366

すでに児童文学では古典の域に達しているかも
しれませんが、30 年ほど前、長女と競って読みま
した。以下は文庫にあるものです。

★フィリパ・ピアス(イギリス)
『ハヤ号セイ川をいく』『真夜中のパーティ』
『トムは真夜中の庭で』ガーディアン賞
『まぼろしの小さい犬』
『８つの物語―思い出の子どもたち』
『幽霊をみた１０の話』
『川べの小さなモグラ博士』ほか

★マーガレット・マーヒー（ニュージーランド）
『足音がやってくる』ガーディアン賞
『紙人形のぼうけん』
『フォーチュン団のなかまたち 1～5』
『地下脈系』『危険な空間』
『ゆがめられた記憶』
『めざめれば魔女』ガーディアン賞
『魔法使いのチョコレートケーキ』
『クリスマスの魔術師』ほか

★E.L.カニグズバーグ(U｡S｡A)
『クローディアの秘密』ニューベリー賞
『魔女ジェニファと私』
『ティーパーティの謎』』ニューベリー賞
『ぼくと「ジョージ」
』
『ドラゴンを探せ』
『なぞの娘キャロライン』
『800 番への旅』
『ムーンレディの記憶』
『ベーグル・チームの作戦』 ほか
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