
文庫あれこれ◆週末はお天気が崩れるとか。急に寒
くなりました。立冬も過ぎたことだし、早、師走も
近づきつつあるのですから当然ですか。床暖つけて
書いています。◆たくさんの本が書架のどこかに隠
れて見当たらなくなっています。そろそろ、蔵書点
検をやらねば、と思いますが、まとまった時間がと
れず。それでも、部分的に整理するだけで、あら、
こんな本が、と、気づくことしきり。◆絵本の部屋
をちょっと配置換えしています。◆クリスマス絵本
を入り口左の新刊コーナーへ出しました。（12月い
っぱい）◆福音館書店（日本）の絵本を入り口右端
の本棚縦 1列にしましたので、ご注意ください。◆
また、入って右列の左側（クリスマス本定位置）に
仮ですが、テーマ別の絵本をしばらくならべます。
◆それと、日本の昔話絵本を、外国の昔話絵本のそ
ばに持って行き、昔話絵本は一緒にします。◆しば
らく不安定ですが、見出しをつけますので、おかあ
さん方ご協力ご理解ください。◆信州に行ってきま
した。泊めてもらった友人宅の近くに喬木村があ
り、そこが児童文学、動物文学作家の椋鳩十さんの
故郷です。ほとんどの人は教科書を通して『大造じ
いさんとガン』を憶えておられるでしょう。椋さん
は、故郷を離れて、九州鹿児島で、教師、図書館長、
そして、親子 20分読書を推進しましたが、心は、
いつも信州の自然に遊んでいたよう です。喬木村
にある記念館と隣り合わせで、存立の図書館があ
り、私たちが行った日は月１の整理日でしたが、見
学させてもらいました。本のならびもわかり易く、
ずっといたいな、と思わせるくつろぎの空間でし
た。◆12月は例年通り、クリスマス会をやります。
参加される方は、交換用のプレゼント（300 円程
度）をお持ちください。大人の人もね。◆今月はフ
ィクションは少なめです。珍しく子どもの本が多く
入りました。◆親子で読書、おすすめです。「感動は
心の扉をひらく」（椋鳩十）です。 (西村)  

 

 

✿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) 
★20日午前クリスマス会あります。
プレゼントお持ちください★ 
 ✿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       
 

✿子どものための小さなおはなし会 
毎月開館日の日曜 10:30～11:00 

 
★おはなし沙羅の勉強会★ 

毎月開館日(土) 11：00～13：00 
 

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) 
 

No.１１１  2015年 11月号  
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沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737 
http://www.saranokibunko.com 

伊東市大室高原７－１２２ 

   
  
 

 

 

『第１８回伊豆文學賞優秀作品集』  実行委員会編 

羽衣出版社刊 2015年３月第１版  
 

伊豆には絵画は「伊豆美展」という一般公募の絵

画コンクールがあるが、文学賞もあるとは知りま

せんでした。 

本年が第１８回だから、結構歴史があるものらし

く、選者も三木卓、村松友視、嵐山光三郎、太田

治子などが揃っていて、なかなか本格的なもの。

小説、随筆・紀行文部門の最優秀賞は賞金１００

万円。メッセージ部門（賞金５万円）もあります。 

今年の小説部門最優秀賞は鈴木清美という浜松

居住らしい女性の『まつりのあと』で、５月のはまま

つ祭りの回想を焦点に思春期の少女の繊細な心

情の動きを書いた小説。 浜松育ちの嵐山光三郎

などは少年時代を回想して喜んでいるみたいで

す。たしかに構成は上手にできていて巧いものだ

が、私は「なんだ、結局昔からあったおセンチな少

女小説の枠を超えない感傷小説に過ぎないのじ

ゃないのかな」なんて思ってしまいました。 

個人的にはもっと社会性のある佳作作品入選『あ

ぜ道』などが気になりましたね。子供の時親に扶

養を放棄されて宇佐美の養護学園に入れられた

女性が、老いて独り身となり東京から四国の田舎

に転居することになったのを機に、その養護学園

（その後閉鎖されて後も殆ど残っていない）の跡を

求めて彷徨・散策する姿には、なにか人生の苦み

が投影されて忘れ難い印象が残ったのでした。 

。 

 

２０１５年１１月に読んだ本についての感想  ２０１５．１１．１２ by  森林浴 

なおメッセージ部門の優秀賞の一つ、「緑のプリン」

は大室山を題材にしていて、大室山をプリンという

のが愉快です。 

 

『日本語の正体―倭の大王は百済語で話す』  金容雲

著 三五館社刊 ２００９年１１月第４版  

 

どなたかが寄贈された６年前に出た本のようです。

言語の歴史などに興味があるので、お借りしてざっ

と読んでみたのですが、分からないところも多く、難

渋しました。（数学者の本なので左開きで科学書み

たいです。） 

たまたま「新しい教科書をつくる会」会長の西尾幹

二さんのぶ厚い本「国民の歴史」（７７４頁）を時々

読んだりしていたので、対比しながら読んでいると、

この本の主張には西尾さんなんか（ましてや「新憲

法による天皇も現人神になられた」と主張する長谷

川三千子教授など）が激怒するだろうな、とおかしく

なりました。 

なにしろ、日本語の基は朝鮮の百済にある、日本

の天皇家の源は朝鮮の金海金氏である、応神天皇

も、その後の継体天皇も百済系と云う訳ですから。  

年を取って面倒な議論に立ち入るのはだんだん苦

痛になり、適当なところで御免さして貰うこととし、こ

の本を閉じました。 
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多羅葉と緋扇の実 

さ・らのちょい旅 2015｡11.8～10 

8日、中学のクラス会で、千葉・佐原に行って

きました。雨催いの日でしたが、白壁黒壁の土

蔵と古い屋並みや利根川の支流・小野川沿い

にある醸造、酒造元に風情を感じ、伊能忠敬旧

居でその偉大さを偲びました。 

9日 10日は気心知れた友人 3人で、これまた

子どもの本つながりの信州伊那（豊岡村）の友

人のご実家を訪れました。、周辺の山や土地を

お持ちの大地主さんで、晴れた日には北から

南までアルプスの山並みがくっきりとか。そ

こは果物の里と言われ、あたり一面、リンゴ

畑、梨畑。特別おいしいりんごを手に入れまし

たので、みなさんに一口味わっていただきま

すね。友人の山に渋柿が鈴なり。市田柿の本

場。いつも数百の干し柿を作られるとか。高枝

ばさみでもぎ取って、少しいただいて帰って、

孫と軒下に吊るして来ました。2週間後が楽し

み。片道 4 時間のバス旅でしたが、道中も錦

繍の秋を満喫しました。 
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絵本 

*小さい人に 

『のうさぎのおかあさん』(椋鳩十文 小林葉子

絵 喬木村椋鳩十記念館)ID11816  『あるい

ています』(みやにしたつや作 すずき出版) 

ID10232 

*あべ弘士の絵本 

『かわうそ３きょうだい そらをゆく』(小峰書 

店)ID11785   『きょうのしろくま』(光村

教育図書)ID11787    『ふたごのしろくま 

くるくるぱっちんのまき』(講談社)ID11788 

『ふたごのしろくま とりさん、なんば?のま

き』(講談社)ID11789  『ふたごのしろくま 

ねえ、おんぶのまき』 (講談社 )ID11790   

『エゾオオカミ物語』 (講談社 )ID11786   

『だれもしらないヒーロー』(きむらゆういち作 

あべ弘士絵 講談社)ID11791 

*少し大きい人に 

『鳥の島』 ID11808『ぴかぴかぷつん』

ID11809（川端誠作 BL出版）      『おじ

いさんとヤマガラ―3月 11日のあとで』（鈴木

まもる作・絵 小学館）ID11814      『よる

のいえ』(スーザン・マリー・スワンソン文 べ

ス・クロムス絵 谷川俊太郎訳 岩波書店) 

ID11７28   『ぜつぼうの濁点』(原田宗典

作  柚木沙耶郎絵  教育画劇 )ID11723     

『せかいでいちばんつよい国』(デビッド・マッ

キー作  なかがわちひろ訳  光村教育図

書)ID11706     『富士山うたごよみ』(俵万智

文 U・G・サトー絵 福音館書店)ID11733 

*昔話絵本 

『三つのオレンジ－イタリアの昔話』(剣持弘子

文 小西英子絵 偕成社)ID11817  

『こんや、妖怪がやってくる』(君島久子文 小

野かおる絵 福音館書店)ID11647 

 

 

 

15 年 1１月に入った子どもの本

/// 

沙羅の樹文庫だより１11－２ 

 

科学絵本 

『うんちの正体』(坂元志歩著 鱈耳郎絵 ポプ

ラ社 2015) ID11775 

『もぐもぐどうぶつえん』(なかのひろみ文・構成 

福田豊文写真 ひさかたチャイルド 2015)ID 

11766 

『アリとくらすむし』(島田たく写真・文 ポプラ

社 ID 11772     『アリのくらしに大接

近』(丸山宗利文 島田拓・小松貴写真 あかね書

房 2015)ID11768 

『やあ!出会えたね 赤トンボ』(今森光彦文・写

真 アリス館)ID11773 

『NHK スペシャル 深海の超巨大イカ』(NHK

スペシャル深海プロジェクト取材班編 新日本

出版社) ID 11765 

『電車やてつ道（のりものくらべ３）』(相馬仁監

修 元浦年康ほか写真 偕成社 2015 ) ID 1176 

7     『見えてくる!陸地のデコボコやギザ

ギザ（日本列島水をとったら?2）』(中村剛監修 

徳間書店 2015)ID 11769 

偕成社刊『世界のともだち 13 メキシコ』ID11 

770   『世界のともだち 15 タイ』ID11771 

『世界のともだち２２ 中国』ID11774 

 

絵本 

*クリスマス絵本 

『クリスマスの森』（ルイーズ・ファティオ文 

ロジャー・デュボアザン絵 つちやきょうこ訳  

福音館書店 2015）ID11812 

『クリスマスのちいさなかね』（ロルフ・クレン

ツァー文 マヤ・ドゥシコワ画 女子パウロ会

2015）ID11813 

*科学よみもの絵本 

『ソフィー・スコットの南極日記』(アリソン・

レスター作 斎藤倫子訳 小峰書店)ID11796 

『海のひかり』(モリー・バング&ペニー・チザ

ム作 さくまゆみこ訳 評論社)ID11724 

『イチョウの大冒険』(アラン・セール作 ザウ

絵 冨山房インターナショナル)ID11736 

*伝記風絵本 

『スワン―アンナ・パブロワのゆめ』（ローレル・

スナイダー文 ジュリー・モースタッド絵 石

津ちひろ訳 BL出版 2015）ID11815 

『リンカーン大統領のせいじつなことば』(ドリ

ーン・ラパポート文 カディア・ネルソン絵 も

りうちすみこ訳 国土社)ID11734 

『わたしには夢がある』(マーティン・ルーサー・

キング・ジュニア文 カディール・ネルソン絵 

さくまゆみこ訳 光村教育図書)ID11735 

『ローザ』(ニッキ・ジョバンニ文 ブライアン・

コリア―絵 さくまゆみこ訳  光村教育図

書)ID11727   『石の巨人』(ジェーン・サ

トクリフ文 ジョン・シェリー絵 なかがわち

ひろ訳 小峰書店)ID11794※ミケランジェロ 

『ネルソン・マンデラ』(カディール・ネルソン

作絵 さくまゆみこ訳 すずき出版)ID11732 

紙芝居 
『花のき村とぬすびとたち 前編・後編』(新見

南吉原作 水谷章三脚本 西山三郎絵 童心

社)ID 11818～9 

 

 

 

読み物 

*岩波少年文庫『みどりの小鳥―イタリア民話選』

（イタロ・カルヴィーノ作）ID11806  

『きつねのライネケ』(ゲーテ作)ID11807 

『ひみつの海 上・下』(アーサー・ランサム作) 

ID11803～４    『ホメーロスのイーリア

ス物語』(ピカード作)ID11805 
・・・・・・・ 
『動物の死はかなしい?』（あべ弘士著 河出書房

新社）ID11801       

『古田足日さんからのバトン』(ありがとう古田

足日さんの会編 かもがわ出版)ID11820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

十二の肖像画による十二の物語 

フィクション 
『レールの向こう』（大城立裕著 新潮社 2015）

ID16409       『颶風の王』（河崎秋子著 

KADOKAWA2015）ID16411 

『付喪神―現代版絵本御伽草子』（町田康文 石黒

亜矢子絵 講談社 2015）ID16399 

『象の草子―現代版絵本御伽草子』（堀江敏幸著 

ＭＡＲＵＵ絵 講談社 2015）ID16400 

『新装版 十二の肖像画による十二の物語』(辻邦

生著 ＰＨＰ研究所 2015)ID16413  

『短編で読むシチリア』(武谷なおみ編訳 みすず

書房)ID16412 

エッセイ・ノンフィクション  
『ここすぎて 水の径』（石牟礼道子著 弦書房

2015）ID16408 

『べつの言葉で』（ジュンパ・ラヒリ著 新潮社

2015）ID16410 

『空海』（高村薫著 新潮社 2015）ID16405※

request  

『１８きっぷ』（朝日新聞社、朝井リョウ著 朝日

新聞出版 2015）ID16406 

『ニッポン沈没』（斎藤美奈子著  筑摩書房

2015）ID16407 

『こんちき号北極探検記』(あべ弘士著 講談社) 

ID16387 

『日米開戦の正体』（孫崎享著 祥伝社 2015）

ID16404※request  

『第二次世界大戦 1939−45 上・中・下』（アン

トニー・ビーヴァー著  平賀秀明訳  白水社

2015）ID16401〜403※request  

新書 
『弥生時代の歴史』(藤尾慎一郎著 講談社現代新

書 2015)ID16398 

以下 2冊は寄贈： 『十七歳の硫黄島』(秋草鶴次著 

文春新書)ID16421     『哀しき半島国家 韓国

の結末』(宮家邦彦著 PHP新書)ID16278 

15 年 11 月に入ったおとなの本  

 
文庫(日本) 
『ある男』（木内昇著  朝日文庫 2015）

ID16393 

『ふくわらい』（西加奈子著 朝日文庫 2015）

ID16394 

『さがしもの』（角田光代著 新潮文庫）ID16396 

『まどろむ夜のUFO』(角田光代著 講談社文庫) 

ID16397 

『日本人は何を捨ててきたのか』（鶴見俊輔、関川

夏央著 ちくま学芸文庫 2015）ID16395 

『洞窟オジさん』 (加村一馬著  小学館文庫

2015)ID16414※request  

文庫(外国) 
『天国でまた会おう 上・下』（ピエール・ルメー

トル著 平岡敦訳 早川書房 2015）ID16391、

2※ゴンクール賞受賞 request 

『悲しみのイレーヌ』（ピエール・ルメートル著 

橘明美訳 文春文庫 2015）ID16390 

『なんでもない一日』(シャーリー・ジャクスン著 

創元推理文庫 2015）ID16416 

 

寄贈いただきました 
『気になる人』(渡辺京二著 晶文社 2015)ID16 

417  

『バスジャック』(三崎亜記著 集英社)ID16420 

『大統領への道―ヒラリー・ロダム・クリントンの

野望』(ジェフ・ガース、ドンヴァン・ナッタ・ジ

ュニア著 成毛眞監訳 バジリコ)ID16419 

『囚われのチベットの少女』(フィリップ・ブルサ

ール、ダニエル・ラン著  トランスビュ

ー)ID16418 

 ・・・ 

『柳眉の角(御広敷用人大奥記録８)』(上田秀人著 

KOBUNSHABUNKO2015）ID16389 

『飛躍―交代寄合伊那衆異聞』(佐伯泰英著 講談

社文庫 2015) 

大人も子どもの本を・・・⑥ 
 
秋に所属している子どもの本関連の大会に、文

庫所蔵の絵本を貸出い、オリンピックセンターで

絵本展を開きました。返った本をそのまま書架に

しまうのも、と思い、テーマに分けて展示。中でも

大人向けを少しずつ紹介します。（『親地連がす

すめる読みきかせ絵本 250 高学年向』）   
≪いのち・愛・信頼≫  

『スノー・グース』（ポール･ギャリコ作 アンジェ

ラ・パレット絵 あすなろ書房）『つなのうえのミ

レット』（エミリー・A・マッカリー作絵 文渓堂） 

『やくそく』（ニコラ・デイビス文 ローラ・カー

リン絵 BL 出版）『かえでの葉っぱ』（デイジー・

ムラースコヴァ―作 出久根育絵 理論社）『リベ

ックじいさんのなしの木』（テオドール・フォンタ

ーネ文 ナニー・ホグロギアン絵 岩波書店）『お

じいちゃんがおばけになったわけ』（キム・フォッ

ブス・オーカソン文 エヴァ・エリクソン絵 あす 

なろ書房）『鹿よ おれの兄弟よ』（神沢利子作 バ

ウリーシン絵 福音館書店）『この世でいちばんす

ばらしい馬』（チェン・ジャンホン作・絵 徳間書

店）『シニガミさんとアヒルさん』（ヴォルフ・エア

ルブルック作・絵 草土文化）ほか・・・ 

読み応え、見応え、感動、請け合います。 

十
二
の
肖
像
画
に
よ
る
十
二
の
物
語   


