
文庫あれこれ◆本格的な梅雨に入りました。東

京の猫の額の我が庭いっぱいの梔子の花と額

紫陽花が雨にうたれています。文庫のアナベル

も雨に濡れているでしょうか。◆月日は過ぎて

もう今年も折り返し地点にさしかかりました。

◆おかげ様で、10 年誌も順調に１校正がすみ

ました。相変わらず中村さんのお手を煩わせて

おりますが、今回は私も頑張っています。７月

の文庫の日にはお渡しできます。◆それと言う

のも、かかわっていた仕事(全てボランティアで

すが)のいくつかを辞退したお陰。◆80 代でも

90 代でもお元気で気力満々の方々がいらっし

ゃいますが、当方どうやら年相応に老いがやっ

てきている感じで、どこまで突っ走るのかと思

っていた夫さんもどうやら低空飛行に移った

ようです(私はホッ) 。鬱陶しい気分に陥りやす

い空模様ですが、食生活に気をつけて夏に向け

て元気で過ごしましょう。◆5 月に本の棚 を

少し整理しました。あなたの目をひく本がみつ

かりますように。（西村） 
 

 

ｄｈｎ

 

✿ ✿ 
◆６月は通常 18日(土)19日(日) 
◆７月は 16日(土)17日(日)&18日 

★17 日夕は駅前で 
＜海の日のおはなし会＞★ 

✿18日は、＜10周年記念・子どもの
ためのおはなし会・スペシャル＞ ✿ 
◆８月は変則第 2週で少しロング 

13日（土）～17日（水） 
◆９月は通常 17日(土)18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 

No.11８   201６年６月号 

「ヨォ やってるかい」 
 「オォ がんばれよ」 
   付合いも こんな程度の半世紀 

 (作・一般) 
(人と人をつなぐ 1 行詩部門から) 

 
 歩けないはずのひいばあちゃん 
 「実家に帰る」と 

目をかがやかせて 歩いてた 
             (作・小学生) 
冷蔵庫に 

  ぞうりを入れる おばあちゃん 
      クールビズだね(作・中学生) 

(認知症 1 行詩部門から) 
 
✿福井県若狭町での 1行詩の試み、いいですね 
 『いつも おおきん H24年度版』(北星社) 

より 

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

伊東市大室高原７－１２２ 
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水芭蕉乃湯 
尾瀬・鎌田宿（１６．５．１５） 

 

沢渡温泉・貴娘蔵元の周囲のあやめ 

学校・保育園・施設で読みき
かせをしている方もどうぞ! 

 

『「憲法改正」の真実』(樋口陽一・小林節著 集英

社新書 2016年４月第２版)  
 

これは 760 円の新書版だが、中身は濃くまさに日

本の現時点で最高に役に立つ良い本。憲法改定に

まっしぐらに進んでいる自民党・安倍晋三首相に

とっては嫌な本だろう。小林節先生は今まで自民

党の憲法問題を指導してきた人だが、ここにきて

断固憲法改定に反対する側に回り、それどころか

自分で「国民怒りの会」を立ち上げて今度の参議院

選挙に打って出ることで、自民党に明確に反旗を

翻したらしい。 

樋口陽一先生については今まで存じ上げなかった

が、国際的に憲法を並べて研究する「比較憲法論」

の大家らしく、各国憲法の比較がまことに意味が

深く、役立つ。問題の 9 条の改憲だが、樋口氏は

「憲法 9 条を改定するなら、同時に徴兵制も導入

すべき」と主張しており、これは筋の通った考え方

と感心した。  

『妻と私』江藤 淳著 文芸春秋社刊 2011年９

月第８版 
 

この本は寄贈されたものだそうだ。前に一度読ん

だような気がするのは恐らくこれが文芸春秋の平

成 11年 5月号で（つまり 17年前に）発表された

ときに読んだものだろう。読み出してから約 1時

間で一気に読み終えた。全く無駄がなく、正確

で、しかも感情がたっぷり込められていて、江藤

が書いた本の中で、見事な「記録」と感ずる作品

である。江藤が、生涯のよき伴侶と惚れぬいた妻

が突然、肺がん発症、脳に転移して病死した翌年

（1999年）に、江藤自身が鎌倉の自宅で自死して

からもう 17年目、時が過ぎるのは早いものだ。 

 

 

２０１６年６月に読んだ本についての感想  ２０１６．６．１６ by森林浴 

『我が詩的自伝』(吉増剛造著 講談社現代新書 

2016年 4月第１版)  
 

実は吉増剛三の詩も本も読んだことがなかった。

これは「自伝」と題されていて、彼が自分の詩を

ちりばめながら語った自分の 77年間の人生記録

である。しかし詩人なんてさぞや貧しい生活をし

ているのだろうな、と思ったら、なんと彼は文化

功労者、芸術院会員であり、たびたびパリやニュ

ウヨーク、ロンドンなどにも行っているし、ブラ

ジルには 2 年も滞在している。昔伊東静雄とい

う詩人が好きでしたが、彼は中学かなにかの教師

だったが、教室でいつも黒板に「私にはお金がな

い」という例文を書いて国語や文法の材料にして

いたという話を覚えていた私には、吉増の人生は

驚きの豊かな生活みたいに見え、詩人にもいろい

ろあるものだと感じ入った。宇宙人が書いたみた

いな想定外の文字が並ぶ彼の詩は面白い. 

 

『亡き人へのレクイエム』 池内 紀 著 み

すず書房刊 2016年 4月第１版    
 

28 人の亡くなった知人との交友・思い出をまと

めた本。この人の本については大分前に文庫の感

想文を書いた記憶があり、とても良い文章を書く

人と記憶している。         

たまたま 6月 12日の朝日新聞の読書特集に原武

史氏による本書の文芸時評が出ていたが、我が文

庫の購入選択の見事さが証明されているのでは

ないか。値段も 3240円と高いのだが、読み易い

仕立てで、それだけの価値はある。28人のうち、

10 人くらいは名前も知らない人だったが、池内

紀以外でこれだけの達意の文章が書ける人はそ

うはいないでしょう。 

 

 

 

『東大駒場寮の思い出』(松本博文著 角

川書店 2015年 12月第１版)  

 

日本最大の大学学生寮（一時は 1000 人近い寮

生が暮らしていた）であった東大駒場寮の歴

史・思い出を、たっぷり情念を込めて綴った元

寮委員長松本博文の書いた寄贈本。寮生であっ

た人たちが次々登場する―順不同ですが―堀

江貴文・清岡卓行・原口統三・小柴昌俊・内田

樹・加藤周一・亀井静香・田中秀征・畑正憲・

平田オリザ・山本義隆・野田秀樹・土屋賢二・

柄谷行人・立花隆・山田洋次・小池龍之介・樺

美智子（男子寮なので、彼女はよく寮に来てい

たということで、寮生ではないが）――まさに

めったにない豪華な組み合わせではないか！ 

駒場寮は、1935年に文京区から現在の渋谷区駒

場に移転した旧制第一高等学校時代の創立以

来の伝統を受け継いで、寮生＝学生の完全自治

経営に任されてきたのですが、20歳前後の元気

と茶目っ気一杯な学生に、完全自治で運営を任

せているとこんなものになる、という見事なサ

ンプルとして長く記憶されるべき超ユニーク

な存在であった。 

しかしいろんな経緯から結局 1991 年に駒場寮

は大学の方針で廃止とされることになり、松本

など残存を強硬に要求する寮生の猛烈な抵抗

も空しく、解体され消えて行ったのでした。 

 
 16．6.14 づけの新聞<文化・文藝>欄にドイ

ツの図書館での人気本の有料貸出のことが載っ

ていた。そのお金は予約数上位本の購入源にな

るという。根の深い問題だが、新刊話題本を少

なからず次々に入れている沙羅の樹文庫は、幾

分なりとも利用者、伊東市図書館に役立ってい

る?( 作家、出版社にはごめんなさいだが)  



絵 本 

新刊 

『トルーシー・トルトルとトラ」（ヘレン・スティ

ーブンズ BL 出版 2016）ID12035 

『もとこども』（富安陽子著 ポプラ社 2016）

ID12036 

『ツバメ観察記』(孝森まさひで作 福音館書店) 

ID12037※最近ツバメが軒下に巣を作りません。 

『たあんき ぽおんき たんころりん』(長谷川摂

子文 降矢なな絵 福音館書店) ID12038 

さのようこの読み継がれ絵本 

『空とぶライオン』(佐野洋子作・絵  講談社) 

ID12039      『だってだってのおばあさん』

(佐野洋子さく・え フレーベル館) ID12040 

『ねえ  とうさん〛 ( 佐野洋子作  小学館 ) 

ID12041 

読み物 
新刊 

『メディチ家の紋章 上・下』(テリーザ・ブレス

リン作  小峰書店 2016) ID12042～3※

request 

『二日月』(いとうみく作 そうえん社 2015) 

ID12044   『アポリア―あしたの風』(いと

うみく作 童心社 2016)ID12057 

『お静かに、父が昼寝しております- ユダヤの民

話』 ( 母袋夏 生編訳  岩波少年文庫 2015) 

ID12056 

『つるばら村の家具屋さん』(茂市久美子作 講談

社) )ID12045※request 

カニグズバーグの本(高学年～YA) 

『T バック戦争 影―小さな５つの話』(小島希里

訳 岩波書店)ID12046   

『クローディアの秘密 ほんとうはひとつの話』 

(松永ふみ子訳 岩波書店)ID12047 

『スカイラー通り 19 番地』(金原瑞人訳 岩波書

店)ID12048 

『誇り高き王妃 ジョコンダ夫人の肖像』(松永ふ

み子訳 岩波書店)ID12049 
※この著者の本はすでに 10 冊以上、文庫にありますが、

もっと読んでもらいたくて…。 

（ヒルクレストの娘たち）シリーズ※request 

『丘の家のセーラ（ヒルクレストの娘たち 1）』

(R.E.ハリス作 脇明子訳 岩波書店)ID12051 

『フランセスの青春（ヒルクレストの娘たち２）』

(R.E.ハリス作 脇明子訳 岩波書店) )ID12052 

『海を渡るジュリア（ヒルクレストの娘たち３）』 

(R.E.ハリス作 脇明子訳 岩波書店) ID12053 

『グウェンの旅だち（ヒルクレストの娘たち４）』

(R.E.ハリス作 脇明子訳 岩波書店) ID12054 

※O さんお奨め本です。 

グードルン・パウゼヴァングの本 

『小さな逃亡者』(吉田則子訳 草の根出版会) 

ID12055 

※この著者の本はほかに、今年出た外国小説で忘れられな

い衝撃の結末『片手の郵便配達人』(高田ゆみ子訳)『みえ

ない雲』(ID11655)『そこに僕らは居合せた』(ID11656)

が文庫にあります(放射能の恐ろしさを静かに伝える本)。 

 
 

フィクション 
『彼女に関する十二章』(中島京子著 中央公論新

社)ID16683   『どこかでベートーベン』(中

山七里著 宝島社 2016)ID16646       『赤

い烙印』(長岡弘樹著 双葉社 2016) ID16686  

『屋根裏の仏さま』(ジュリー・オオツカ著 新潮

社 2016)ID16687 

フィクション以外 
『日本近代随筆選 1 出会いの時』(千葉俊二ほ

か編 岩波文庫)ID16688     『漱石くま

もとの句 200 選』(坪内稔典編 熊本新聞社

2016)ID16689 

『新しい須賀敦子』(湯川豊篇著 集英社 2016) 

ID16692※request 

『姉・米原万理』(井上ユリ著 文藝春秋 2016) 

ID16699※森川さんより寄 贈 

『熊楠の星の時間』(中沢新一著 講談社 2016) 

ID16690     『漂流怪人・きだみのる』(嵐

山光三郎著 小学館)ID16691 

『武満徹・音楽創造への旅』(立花隆著 文藝春秋

2016)ID16694  

『ピカソ―二十世紀美術断想』(粟津則雄著 主婦

の友社 2016)ID16693 

『ことばおてだまジャグリング』(山田航著 文藝

春秋 2016)ID16696     『落語九十九旅

―全国落語名所ガイド』(田中敦著 岩波書店

2016)ID16697    『人生はマナーででき

ている』(高橋秀実著 集英社 2016)ID16695   

『玄冬の門』(五木寛之著 ベスト新書)ID16698

※K. K .ベストセラーズの新書 

16年 6月に入った子どもの本 16年 6月に入ったおとなの本 

✿4 月から児童書関連の小さな講演会に行ってき

ました。 

中島京子さん(於：国立国際子ども図書館) 

 幼少時どんな子どもの本に出会ったかをおは

なしなさいました。 

大学で子どもの本について学び、自分の子ども

に読んでやった本が次から次へ出てきて自分が

親しんできた子どもの本の歴史(翻訳本が多い)を

なぞっているようで、とても楽しかったです。 

ただ、1964 年生まれの彼女が、その頃からよ

うやく出版されるようになった優れた海外の児

童書を読める環境にあったのか、不思議に思った

のですが、さにあらん、父母ふたり仏文学者で大

学教授、見回せば家の中にいくらでもそんな本達

があった、この環境の所以だったのですね。子ど

ものころから読書環境を整え提供することが

後々、その子どもに何と豊かな種まきができたの

だろう、という見本をみるようでした(将来作家に

ならずともですよ)。文庫の子どもにもたくさんの

楽しい本に出会ってほしいものです。 

※今月新刊『彼女に関する十二章』(ID１６６８３  大 

人の本です)が入っています。 

 

いとうみくさん(於：武蔵野プレイス) 

 ご存じない方が多いと思います。最近低学年か

らヤングアダルトまで、ヒット作を書いている人。

私の所属する「親地連」でお呼びしました。文庫

にも『かあちゃん取扱い説明書』『車夫』等があり

ます。男の子のおかあさんで、やはり男の子を描

くのが秀逸です。読みやすいのですが、登場人物

の心情や問題解決があまりにかっこよすぎて、物

足りない、現実はこんなにうまくいかないと思い

ましたが、とにかく、本を手に取らなくなった子

どもに漫画だけでなく、文字の世界にひっぱって

いってくれる励まし本になるだろうと思います。

作品を書く時、登場人物がまず出てくるそうです。  

※今月入ったのは、今までと違ってテーマ性を持った 

『二日月』(ID12044 )、『アポリア』(ID12057) 

 
高田ゆみ子さん(於：教文館書店・ナルニア国) 

 『片手の郵便配達人』(グードルン・パウゼヴァ

ング著  IＤ16534)を読まれたでしょうか。 

 私は、みなさんに本を買うのですが、自分では

なかなか読めません。が、この本は文庫に持って

くる前に絶対読む、と決めた本でした。そして、

期待を裏切らず私の中で<いつまでも残る本>上位

になりました。高田さんはその訳者です。きっと

原作の雰囲気をそのまま日本語にしてくださっ

たから想像を絶する結末、余韻に感動したと思い

ます。子どもの本を他のおとなより読んでいると

は言え、話題本でも気づかずスルーしてしまった

本は多々あります。パウゼヴァングの本もそうで

す。『片手・・・』が彼女の作だとも気づきません

でした。みすず書房から出しているので、大人の

本に分類されるかもしれませんが、パウゼヴァン

グは一貫して子ども(若者)にあてて書いています。

彼女の本はドイツでずっと読まれ続けていると

言います。高田さんからお聞きしたグードルンさ

ん(1928 生まれ)は、とても活発な方だそうです。

運転もフルスピードを出したりして。でも最近は、

骨折後、施設で養生しておられるとのことでした。 

※今回高田さん訳でない『小さい逃亡者』(ID12055) 

を入れました。ほかに文庫にある本高田訳については前 

頁の入庫紹介のページ参照ください。読んでみてくださ 

い。そして少し大きい子どもや孫に手渡してください。 

 
ほそえさちよさん(於：立川市中央図書館) 

 以前、絵本について書いた本の多数の筆者の中

で、絵本の中で、命、老いをどう扱うか、という

テーマを書いているのを読んで関心があり、友人

の勉強会にお呼びすると聞いて参加させてもら

いました。編集者、ライターで、そして絵本作家

「いとうひろし」さんの奥さんです。編集者と親

の立場でたくさんの絵本や物語を紹介してくれ

ました。わたしの知らなかったものもたくさんあ

り、ここで編集者としての絵本の見方、選び方を

興味深く知ることができました。また、子どもが

絵本から読み物にスムーズに移行できない理由

として、絵本は横に読む、に対して、物語本は縦

書きで、読むのに目の動かし方が違い、上から下

に読むということに慣れないと読書行為自体で

つまづいてしまいがちだ、とお聞きして、あーそ

ういうことも(確かに上から下に読むには首も動

かさねばならない、疲れる)あるのかと、今更なが

らの発見。※いただいたリストそのうちご紹介しますね。 

✿元来あまり人の話など聴きに行かない私です

が、なかなか楽しくたくさんの気づきも得られる

機会でした。それにしても、高田さんは私より一

周り下、ほかの 3 人はほとんど息子世代、若い人

に教えられます。          (さ・ら) 

伊・豆・高・原・便り 外伝 ～いくつかの講演をきいて～ 沙羅の樹文庫便り 118-2 


