喘ぎつつ日のふりそそぐ坂をきて鈴ふるごとき
冬鳥の声（石塚令子作 日経歌壇 17.2.12 より）
文庫あれこれ◆”近づきて又遠ざかる春を待つ”
（桑島正樹作 朝日俳壇 17.2.12 より）
。大室山
の山焼きが延びて明日になる？と、嬉しいですが
…。先週わざわざ東京から来た友人ガッカリと。
◆文庫に来たら、河津桜と梅が満開。ひよどりが
飛んできていました。春近し。◆河津から車で来
るスタッフがいつもの倍、時間がかかったと。こ
の時期は、と。◆高校のクラス会を知らせた親友
が、
「歳をとるとは、指のあいだから、サラサラと
砂がこぼれるように、お楽しみが失われて行くの
だなーと思うこの頃だわ」と言います。本当だと
同意したくなる気分をはねのけたい、春よ来い。

✿✿2017 年の開館スケジュール✿✿

◆2 月は通常 18(土)、19(日)の両日
◆3 月も通常 18(土)、19(日)の両日
◆4 月は通常 15(土)、16 (日)の両日
◆5 月は変則第 2 土日を挟んで長めの開館
12 日(金)～16 日(火)まで
✿若葉のころのおはなし会✿
13 日夕方→大きい人向け
14 日午前→小さい人向け
ゲスト：平塚ミヨさん、大塚佳苗さん(語り)
&代田みち子さん(科学遊び)
◆6 月は通常 17(土)、18(日)の両日
◆7 月は通常 15(土)、16(日)の両日と
16 日夕「第 17 回海の日のおはなし会」
(於：伊豆高原駅広場クスノキの下)
17 日午前「開館記念子どものための
おはなし会」(於：沙羅の樹文庫)

文庫の庭の河津桜満開１７．２.１８
◆ふきのとうやワサビの葉の季節。そして花粉症
の季節も始まったそうです。◆とにかく何とか楽
しみを発見しましょう。元気を出しましょう。
（西村）

駐車について
駐車可能な場所：
文庫駐車場 3 台・
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 2 軒先左折行き止り道路
上記がいっぱいの場合、スタッフに声をかけてく
ださい。
(沙羅の樹文庫)

２０17 年２月に読んだ本についての感想
① 『ビッグヒストリ－Big History われわれ
はどこから来て、どこに行くのか－宇宙開闢か
ら 138 億年の人間史』（デイビッド・クリスチャン
ほか著 長沼毅ほか訳 明石書店 2016.11 第 1
刷）
②『137 億年の物語--What on Earth Happend―宇
宙が始まってから今日までの全歴史』（クリストフ
ァー・ロイド著 野中香方子訳 文藝春秋 2013.4
第 11 版）
①を文庫で購入して頂いて、早速お借りしたのです
が、その時に偶然、②を文庫の棚に発見、両方を借
りてきて読み始めたが、これは大仕事になった。
①が 400 頁の特大版、②も大判の 506 頁、併せて
1106 頁、しかもいずれも小さな字でぎっしり書い
てあるので、全部を読み通すのは大変。本が大きい
上に、重さが半端でなく、到底手にもって読める代
物ではない。
同じ宇宙の歴史で、いずれの本でも宇宙はビッグバ
ン（大爆発）から始まったということだが、面白い
ことに、①は、ビッグバンは 138 億年前、②では
137 億年前、なんと出版時期が 3 年違いで、1 億年
の差が出ているのは何のせいか、３年間で科学はそ
んなに早く進歩したらしい、―--進歩の度に宇宙
の歴史は伸びるのか。
普通の歴史の本は人類発生から始まっているのだ
が、これらの本では、人間―ホモサピエンス―が登
場するのは、①で 91 頁第 4 章、②で 97 頁第 12 章
となる。
① を読み通すためには、著者が開発したいくつか
の英語単語、例えば「ビッグバン」、
「スレッショル
ド」、
「エマージエンド・プロパティ」
、「ゴルディロ
ックス条件」
、「ホミニン」
、などの特別の用語を理
解・記憶しておく必要がある。これが①の難点で、
「ビッグバン」はまあ良いとして、他の用語に関し
ては、翻訳者はなぜ適当な日本語に翻訳・提示して
くれなかったのか、という不満がちょっとある。

2017 年 2 月号

★開館日は通常は
第 3 日曜と前日の土曜です★

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

◆

No.126

✿毎月開館日の日曜には、子どものための小
さなおはなし会があります。
午前１０：３０～１１：００
★おはなし沙羅の勉強会
毎月開館土曜日 11:00～13:00
5 月の若葉のころのおはなし会めざして
練習しています。
読みきかせの練習・本選びの勉強にもどうぞ

沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737
http://www.saranokibunko.com
ネットで文庫便り、開館日 etc 見られます

2017．２.１６ by

森林浴

また人類が発生してからのページは、①では、約
300 頁しかない。（ただ字が小さくギッシリつめて
印刷されてはいるが。
）一方②の方は 410 頁もある
が、字は①より大きいので、人類の発展に関する歴
史の量はあまり差がないのかも知れない。しかし、
私は個人的な希望として、人類発生後の歴史の部
分、たとえば仏教の発生・展開、蒙古（モンゴル）
の大帝国展開などもたっぷり読みたかったので、勝
手な言い分だが、その点①は、人間発生以前の話に
比重が大きいだけに、こういう部分は②に比較し
て、一寸物足りないという感じはある。
いずれにしても、始めの宇宙の発生と未来図を読ん
でいくと、頭がおかしくなり、ちょっと気が狂いそ
うになるのは避けられそうもない。
例えば、ビッグバンで宇宙が発生したとあるが、宇
宙の発生前は一体何があったのかな、なんて考え出
します。（いろんな本の広告をみていたら、偶然、
ローレンス クラウスと言う科学者の書いた、
「宇
宙の前には何があったのか」と言う本も出ているん
ですね。）
また宇宙は実はほかにも沢山あって、我々宇宙はそ
の一つに過ぎないという説もあるそうですが、では
全ての宇宙の関係は一体どうなっているのかとか考
え出すと、もう頭はかなりおかしくなって来ます。
さらに、宇宙の将来は？となると、例えば、いまか
ら３０億～４０億年後には地球は拡大する太陽に呑
み込まれて無くなってしまうということらしい。
我々人間はせいぜい 100 年も生きておられないの
だから、どうでもいいようなものですが。
こういう恐るべき宇宙学をやっている人は偉い!

大日本帝国憲法制定に纏わる話
もし。井上毅がドイツでなく英国憲法を参考に
していたらその後の日本はどうなってたので
しょうね。

あるく
（徳丸邦子詩）
はじめのいいっぽ いーっぽってなあに?
こっちからあっちへあるくこと
すこしはなれること とまってはいないこと
あしをまえにだすこと
いっぽ にほ みぎ ひだり
さんぽ よんほ みぎ ひだり
できることなら きみといっしょに
はじめのいっぽ つぎのにほ
こんなこと思ったのはいつのこと?

徒然なるままに・・・。
いつも木曜に文庫に来て文庫便りを作り始めるのですが、
昨日はちょっと寄り道しました。一番上の孫娘が高 2 にな
ってもう最後だからとて、学校の合唱祭を見（聞き）に。
私も歌を歌うことは好きでも、人に合わせての合唱は苦
手、でも、若い娘（中１～高 2）たちのひとつにのハーモ
ニーをつくる熱意と崇高ささえ（ミッション系の学校）伝
わる合唱はとても心地よく、若さをもらいました。
ちなみに孫はパソコンおじさん N さんの娘さんの後輩で、
いま聞くところによると娘さん、指揮者として名をはせた
とか。
課題曲（神様をたたえる歌!）も同じものなのにクラスごと
に聞こえてくるハーモニーが違うんですね。この地でコー
ラスをやってらっしゃる方が多いですが、歌は心にじかに
響きますね。
中学 1 の歌ったこんな自由曲が心に残りました。

足おと
なぜ立ち止まったのですか
なぜ立ち止まったのですか
あの森の入り口で
ポストの裏側から 垣根の間から
線路の向こうの空き地から
道は続いているのに
なぜまっすぐ歩いていかなかったのですか
もう一つの足おとが森の中を踏んでゆくのを
聞きながら
なぜ思い出したのですか
なぜ思い出したのですか
裏木戸を閉めてこなかったことを
一枚のはがきを出し忘れたことを
引き出しの奥の編み針や編みかけの毛糸を
（岸田衿子・詩）
ほかの曲名：天空歌・遠く・小譚詩・そこにある歌・あし
たのうた・樹形図・聞こえる・リフレイン・青春譜・夜明
けから日暮れまで・月と泥棒・信じる・いのち・君とみた
海・海はなかった・めばえ・春に などでした。
最優秀賞は「いのち」、審査員特別賞はアカペラで 4 部合
唱の「めばえ」でした。孫のクラスは優秀賞「天空歌」
それぞれの受賞クラスの実行委員が校長先生から賞状を
もらう時、受賞クラスの子全員のヤッタネ!にアリガト!の
返答が何とも言えない美しい場面でした、青春を感じて。

🌼毎日おやつを食べるように絵本の時間を🌼

17 年２月に入った子どもの本
絵

本

『ちきゅうのこどもたち』
（グードルン・パウゼヴ
ァングぶん アンネゲルト・フックスフーバーえ
酒寄進一やく ほるぷ出版）ID12183
『ぼくはちっともねむくない』
（クリス・ホートン
作 木坂涼訳 BL 出版）ID12328
『ちょっとだけまいご』
（クリス・ホートン作 木
坂涼訳 BL 出版）ID12329
『あおくんときいろちゃん』（レオ・レオ―二作
藤田圭雄訳 至光社 2015）ID12330※ロン
グセラー本
『つばめこうくう』（もとやすけいじ著 佼成出
版 2016）ID12331
昔話 絵本
『ながいかみのラプンツェル－グリム童話』（フ
ェリクス・ホフマンえ せたていじやく 福音館
書店）ID12332
『鬼といりまめ』（谷真介文 赤坂三好絵 佼成
出版）ID12333
『鬼のうで』
（赤羽末
吉文と絵 偕成社）ID12334
よみもの
『荒野にネコは生きぬいて』（C.D.グリフィス作
前田三恵子訳 文研出版）ID12335※ロングセ
ラー本
『赤毛のゾラ 上・下』
（クルト・ヘルト作 酒寄
進一訳 福音館文庫）ID12336～7
『ジュゼッペとマリア』
（クルト・ヘルト作 酒寄
進一訳 長崎出版）ID12338～9

子どもは小さい時、同じ絵本を何回も何回も借り
ていきます。例えば R 君は「ぐりとぐら」のシリー
ズを借りては返しまた借りて。おかあさんは何回同
じ絵本を読まされたことでしょう。でも、そうやっ
て子どもはそのお話と絵の世界を自分のものにして
ゆくのです。やがて現実に自分が悲しいことや辛い
ことにぶつかった時（勿論楽しいことも含めて）
、絵
本の主人公と一緒にクリアしたことを無意識のうち
に思いだし、するりとそこから抜け出すのです。私
も 4 人の子どもたちが幼い頃は絵本を、小学校に入
ってからは読み物をたくさん読んできかせました。
でも、今思うに、読んであげたけど、ひょっとして
子どもたちと同じように、ひとつひとつの本にどっ
ぷりとつかっていたのかしら、と後悔しています。
読んでやりながら、心は違うこと（明日の幼稚園の
お弁当は、とか）に向いていたような……。今、孫
より小さい子どもたちに読んであげながら、その本
の面白み、真髄に始めて触れた、と感じることがま
まあります。
大人にとって、次から次へと出る新刊は心そそら
れるものです。それでつい私も新聞の書評などを読
んで皆さんのお顔を思い浮かべ新刊を買い揃えよう
とします。でも、子どもたちにとっては同じことは
言えません。たくさん本を読む子であっても限られ
た時間に読める本の数は知れたもの。文庫を始める
時に持っていた 2000 冊ほどの子どもの本は結構厳し
く選書したつもりです。そして沙羅の樹では、有難
いことに、新刊をたくさん寄贈して下さる方がいま
す（科学ノンフィクション系の絵本、読み物、図鑑
類もたくさん）
。ですから、私の方では、今からも少
しずつ、評価の定まったもの、子どもたちがずっと
読み継いできた本、いつまでも旧くならない本、子
ども時代のそのときに出会ったことが心の財産にな
る本を探して入れていきたいと考えています。そん
な中から、あなたのお子さんの大好きな本がみつか
りますよう。あなたも一緒に子どもの時間を楽しみ
ましょう。今を一緒に子どもになりましょう。
（さ・ら）

126-2

この本、もう読んだ?

①

絵本の巻

あおくんときいろちゃん

あくたれラルフ

ちぎり紙のあおくんときいろちゃんが出会ったら?!
今年 50 になる息子が 2 歳のときに買いました。そして
その妹たちも大好きでした。文庫にあるとばかり思ってい
たらなかった。で、今回入れました。またまたほのぼのし
ちゃいました。
（至光社 ID12330）
セイラの飼い猫あくたれラルフ、でもあんまりいたずらが
すぎて…。なぜか子どもたちが好きな絵本。赤木かん子さ
んおススメ本。
（福音館書店 ID1558）
おしいれのぼうけん（童心社 ID1755）

おしゃべりなたまごやき
押し入れにいれられたこ
となあい? スリル満点。
40 年以上ロングセラー

王さま何したの? 犯人は?
子どもはナンセンスがわかる。
（福音館書店 ID4970）

今年の手遊び① 文庫の朝のおはなし会でやります。両方の手、指を使います。みんなも、親子、友だちでやってみて!
1 羽のニワトリ、散歩して、大きな石にぶつかって、コケコッコー、と鳴きました。 2 羽のニワトリ、散歩して、大きな石にぶつかって、コケコッコー、コケコッ
コー、と鳴きました。

3 羽のニワトリ、散歩して、大きな石にぶつかって、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、と鳴きました。

散歩して、大きな石にぶつかって、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、と鳴きました。

4 羽のニワトリ、

5 羽のニワトリ、散歩して、大きな石にぶつ

かって、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、コケコッコー、と鳴きました。

本を選ぶときに・・・。

17 年２月に入った大人の本
フィクション
『しんせかい』（山下澄人著 新潮社 2017）
ID16959※156 回芥川賞受賞作
『不時着する流星たち』（小川洋子著 角川書店
2017）ID16960
『やまと錦』（村木嵐著 光文社 2017）ID169
ID169 ID16961
『サロメ』（原田マハ著 文藝春秋 20167）
ID16962
『NO-NO BOY』
（ジョン・オカダ著 川井龍介
訳 旬報社）ID16963

エッセイほか
『 音 の 糸 』（ 堀 江 敏 幸 著 小 学 館 2016 ）
ID16964
『コブのない駱駝』（きたやまおさむ著 岩波書
店 2016）ID16965
『劇作家 秋元松代－荒地にひとり火を燃やす』
（山本健一著 岩波書店 2016）ID16966
『ひかり埃のきみ－美術と回文』（福田尚代著
平凡社 2016）ID16967
『新編 荒野に立 つ虹』（渡辺京二著 弦書 房
2016）ID16968
『遊行を生きる』
（鎌田實著 清流出版 2016）
ID16969
『山怪 弐－山人が語る不思議な話』（田中康弘
著 山と渓谷社 2016）ID16970
『日本の「アジール」を訪ねて－漂流民の場所』
（筒井功著 河出書房新社 2016）ID16971

「恐怖の地政学」
（Ｔ・マーシャル著 甲斐理恵子
訳 さくら舎 2016）ID16974※request
『東京閑談－京橋・日本橋の思い出』
（藤浦富太郎
著 評論社）ID16972
『明治の宵－円朝・菊
五郎・大根河岸』（藤浦富太郎著 光風社書店）
ID16973※移転できるか築地市場、大正昭和の名残り
を粋人の目でどうぞ。2 冊古本で。幼い頃、著者（かつて

前は、新聞などの書評にあったものを実際に本屋へ出向
いてさらっとでも見てから購入したのですが、最近はもっ
ぱら、いくつかの新聞書評に頼っています。いつも、目に
入るベストセラー、注目本の他に年末に書評委員さんとや
らが自分の得意分野の本をあげているのを見ると、知らな
いものが多い。でもここは公立の図書館でもないし、初め
の意図が読み物だけでも、と思ったのだから、それに本代
も結構かかるし…、というわけで、と言い訳しながら、リ
クエストで補わせていただいていますが、それもやはり限
度ありで。でも、面白い本・おすすめ本があったら、ぜひ
おしえてください。入れられるか考慮してみますから。

築地青果市場のドン）にかわいがってもらったさ・ら

最近読んだ本の中から私のおススメ
by Y.M.
★ガラパゴス 上・下：ＩＤ１６６３８，１６６３９
相場英雄著 小学館２０１６
★壁の男
：ID16891
貫井徳郎著 文藝春秋２０１６
★東京會舘とわたし 上
：ID１６８１３
東京會舘とわたし 下：
辻村深月著 毎日新聞出版
★すべての見えない光
：ＩＤ１６８９３
アンソニー・ドーア著 新潮社２０１６
★海を照らす光
：ID16073
M.L.ステッドマン著 新潮社２０１６
★犬心
：ID15129
伊藤比呂美著 文藝春秋
★蜜蜂と遠雷
：ID16856
恩田陸著 幻冬舎２０１６
★サラの鍵
：ID15624
タチアナ・ド・ロネ著 新潮社２０１０
★未成年
：ID１６５７３
イアン・マキューアン著 新潮社２０１６
★戦場のコックたち
：ID１６５５８
深緑野分著 東京創元社２０１６

本
の
サ
イ
ズ
は
み
ん
な
同
じ
で
す
。
読んでみてください。
左 2 冊は今回の直木賞と芥川
賞。右上 2 冊は作家・円城搭
推薦。左下は身につまされる?

