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No.144  2018 年 7 月号 文庫あれこれ◆空梅雨のあとの集中豪雨は、日々想
像を絶するものでした。言葉なし。ご冥福と一日も
早い復活を祈るのみ◆７月６日、麻原彰晃ほか７人
の死刑が執行された！というニュースが日本中を
駆け巡りました。これを聞いて、なぜ今? とまず思
い、被害者、遺族の人々に思いが至り、そして、
1995 年のあの日を思い出しました。◆私は、３月
20 日その朝、日比谷にある日生研究所資料室に出
張(資料整理)のため、日比谷線に乗っていました。
地下鉄はラッシュで身動きがとれません。息をつめ
てドアの近くにいましたら、電車はひとつ前の駅・
霞が関を何と、止まらず通過したのです。えっ、え
っ、車中のみんな、そう思ったと思います。そして
日比谷に着きました。何の説明もなかった気がしま
す。そのまま、仕事先に行き、お昼まで仕事をしま
した。昼休み、心配した娘からの電話で初めてオウ
ム真理教地下鉄サリン事件を知ったのでした。◆少
し前、沖縄の全戦没者追悼式(６月 23 日・摩文仁の
丘)で中学 3 年の相良倫子さんが、詩「生きる」を
朗読しました。心を揺さぶられ、戦争してはいけな
いと、心を新たにした人が多かったと思います。そ
の 1 週間後、丹羽宇一郎さんの話を聴く機会があり
ました。彼は日本の新しい国の形について話したの
ですが、その節々に相良さんの詩を使いました。よ
ほど、感動したのでしょう。でも、確認のためネッ
トで彼女の詩を検索したら、何と、ひどい中傷の言
葉が載っていました。最近は辞書を引かずにネット
に頼ることが多いのですが、便利さの隣におぞまし
い感情の吐露が綴られていることを知り頭を抱え
込みました。 ◆7 月は伊豆高原駅の<海の日のおは 
なし会>です。今回を含めてあと 3 回で終会の予定 

です。どうぞ、1 度おでか 
けください。右にプログ 
ラムを載せました。子ど 
もたちが大きくなって忙 
しくなり参加が少なくな 
ったのは残念ですが、す 
ばらしい語り手たちの肉 
声が紡ぐ物語をぜひ、味 
わってください。◆今月 
開館1３年目を迎えます。 
恐縮です、更新月です。よ 
ろしくお願いいたしま
す。◆13 日夕、ひぐらし
が鳴いています。（西村） 

  
 
 

 

 

第 18 回 海の日のおはなしおはなし会 
１部(詩と語り) 

🌼のはらうた２つ 
🌼石になったかりうど（モンゴルの昔話） 
🌼絵姿女房 (日本の昔話) 
🌼蛇婿 (日本・市川の昔話) 
🌼図工室の色ネコ (岡田淳作) 

２部(歌と演奏) 
３部(語り：創作)  

☽ちびちびイヌ(マクドナルド作) 
☽パパがマネシツグミを買ってくれる(エイキン作) 
☽チェリー(A．ローレンス作) 
☽真夜中の訪問者(S．プライス作) 
☽桃子(江國香織作) 

 

 
 

沙羅の樹文庫のHPもどうぞご覧ください!! 

http://saranokibunko.com 

青葉の枝 上る少女を 見る少年 

 倉林高次さん句 読売俳壇 18.7. 2  

 

夏になると、無性に子どものころを思い出します。 

 松葉牡丹や、鳳仙花で色水をつくって遊んだこととか。 

 

★開館日は通常は 
第 3日曜と前日の土曜です★ 
 

2018 

◆7月は通常 14日(土)～15日(日)両日 

★夏のイベント：海の日のおはなし会は 

15 日(日)16:30～伊豆高原駅広場 

💛開館記念子どものためのおはなし会は 

16 日(祝 10:30～沙羅の樹文庫で開催 
 

◆8月は延長 18日（土）～21日（火）の 4日間 

◆9月は通常 15日（土）～16日（日）両日 

◆10月は通常 20日（土）～21日（日）両日 

◆11月は変則 4週 24日（土）～25日（日）両日 

◆12月は通常 15日（土）～16日（日）両日 

16 日 AM クリスマスおたのしみ会あります。 
 

通常の文庫の時間 

土曜は 14:00～17:00 日曜は 10:00～15:00 

✿毎月開館日の日曜には、10:30～11:30 
子どものための小さなおはなし会があります。 

★毎月開館土曜日 11:00～13:00 
🌼🌼おはなし沙羅の勉強会 

よみきかせの練習・本選びの勉強にもどうぞ! 
☽よみきかせ、かたりの参考資料多数在庫 

 

 

 

あけがた 

眠からさめて 

  初蝉をきく 

はじめ 

地蟲かときいてゐたが 

やはり蝉であった 

伊東静雄・詩 
 

七月二日・初蝉 

 

 

     

 

 

 

 

 

2018年 7月に読んだ本の感想 
森・林・浴 

 

『原発とジャングル』 渡辺 京二著 晶文社刊 

2018年5月 初版 
 

この著者 渡辺京二は私が何度も取り上げた熊

本在の人物。これもとても良い本だが、著者もも

う８８才、なんとなく「そろそろ我が人生の総ま

とめに書いておく」という趣が感じさせられる。  

ところで余計なことでしょうが、発行晶文社と

言うのに、始めの17頁から３２ページに亘って印

刷が傾いている、のには驚かされる。（発行所に

言って交換は可能でしょうが。） 

 

『鴎外・ドイツみやげ三部作』 森鴎外著 荻原

雄一訳 河原林昌子解析  未知谷刊  
 

いや、いろいろ驚くことがあった。荻原雄一訳

とあるが、日本人が日本語を訳するとしているの

はおかしいな、と思ったら、荻原雄一は鴎外の小

説の原文が昔の日本語なので、読み切れない人が

多いだろうから、現代語に「翻訳」したらしい。

確かに原文は今の日本人にはなかなか読むのは大

変、それは分かったが、河原林昌子の解析とは何

なんだ、と。これはよく読んでみたら、本の最後

のところで、河原林が約10ページに亘って書いて

いるが、此が森鴎外のドイツみやげ三部作のある

特殊な背景――鴎外のドイツ女性との秘められた

恋愛・結婚問題―を調べた特殊な報告書になって

いるのであった。 

実は私個人が、確か森鴎外全集を昔買ったような

記憶があり、さっそくほうったらからしの自宅の本

棚をひっくり返して調べたら、あるはあるは、昭和

34年に出た筑摩書房の「森鴎外全集」の第 1巻か

ら第 4巻までが本棚で埃をかぶって放置されていた

のです。本の表紙の裏には、私が 1959年（昭和 34

年）春に就職して配置された田舎町の本屋で買った

と書き込んでありました。買ったけれどあまりよく

読んでいなかったのでしょう。本はなんと 59年間

怠惰な男の家に眠っていたようです。 

 

 

『仏像 みる・みられる』多川 俊映著 KADOKAWA刊 

2018年 

最近出た本で、著者は興福寺の貫主。「好きな仏

像の写真プリントなら、それが国宝の優品であって

も、容易に手に入れることができます。そんな感情

移入し易い仏像・仏画の写真を自室に飾って、その

仏像を「みる」――。」著者は、その仏像を「私が

みる」だけで終わるのではありません。必ず「その

仏像にみられてもいる」のです、と言う。 

育った環境から、自然に仏教に親しみがある人間

として、信仰が仏教で良かったな、と思う一つの根

拠が、他の宗教と比較して信仰の対象が具体的で親

しみやすいということでしょう。キリスト教はキリ

スト像が残酷な十字架に吊るされた人間像だし、イ

スラム教はそもそも形のある「神」を認めないわけ

だし、普通の人間には困ってしまいますよね、仏像

の写真も沢山あり綺麗で読み易い本です。 

 

 

徒然に・・・  

🌼読売新聞掲載の「こどもの詩」を読んで、ピタッと来ると

きがあります。この詩などそう。４人の子どものうち、一人

はタオルをコチコチ、もう一人は親指チュクチュクでした

が、幼稚園に行く頃には、自然消滅していました。ところが、

2 番目の孫娘にいたっては中 3 だというのに、まだ時折、

指しゃぶり、おかげで出っ歯に。彼、頑張って直してね! 

薬師寺康晟くんの詩： 

”は まえばがはえてきた えいきゅうしだ たいへんだ 

ゆびすうのやめなきゃな １ねんせいになったしな でも

すってしまうんだよな”        可愛いですね。 

🌼自身も詩人で日本とフランスの文化友好を図った外交官

として日本に滞在したポール・クローデルの生誕 150 年

で色々な催しがあると新聞で。すでに俳句を仏語に訳して

いたのですね。クローデルと言えば、私にとっては、彼の

姉のカミーユ・クローデルの存在。30 年前（にもなる!）

観たイザベル・アジャー二扮する映画のカミーユは、忘れ

られません。あの激しさは若かったから受けとめられたの

かもしれないけれど。 

🌼朝日の文芸時評に、磯崎憲一郎さんが「書店ゼロの街 2

割強、文化拠点の衰退と危惧」との報道に、「文化拠点であ

ることを自ら放棄した必然として、書店は減少の一途をた

どっているように見えて仕方がない」と言っていた。これの

続きはとてもひと言では。で、また今度。あなたの意見も聞

かせてください。  

🌼あまり、はっきりしない写真ですが、ヤギです。立川(東

京)のはずれ?モノレールの近くに大きな空き地があって、

草ぼうぼう。そこで、ヤギに食べてもらおうと考えた人がい

て、このヤギさんたち栃木の那須から出向助っ人にきてい

たのだそうです。この度、土地開発で大きなビルが建つこと

に決まり、除草ヤギさん、めでたく放免となった、と新聞に。

理由は知らずに、夫さんが勤務先の病院から撮っていたの

が下の写真(拡大)。ヤギさん、ご苦労様でした。 

 

 

 

 



絵 本 

『さん さん さんかく』（よねづゆうすけ作 講談

社 2015）ID12779 

『ぼくの家はかえで荘』（小林美津江監修・文 近

藤優衣絵 酒井博文写真）ID12781 

『きつねのおはなはん』(中川正文さく 二俣英五

郎え 福音館書店)ID12776 

『にげだしたライオン』（ゲーテ作 まえかわやす

お文 たなあみけいいち絵 偕成社）ID12780 

『サイモンは、ねこである。』(ガリア・バーンスタ

イン作  なかがわちひろ訳  あすなろ書房

2017)ID12727 

『ぼく、おたまじゃくし?』（田島征三著 佼成出版

社 2018）ID12782 

『ぼくらはいけのカエル』（まつおかたつひで作 

ほるぷ出版 2018）ID12783 

『やまおやじ―季節がめぐる 命がめぐる』(今森

光彦写真・文 小学館)ID12778 

『こんなしっぽでなにするの?』（スティーブ・ジェ

ンキンズ&ロビン・ペイジ共作 佐藤見果夢訳 評

論社）ID12777 

『シルクロードのあかい空』（イザベル・シムレー

ル作・絵  石津ちひろ訳  岩波書店 2018）

ID12793 

『祇園祭 新版』(田島征彦作 童心社)ID12794 
 

読み物  

『こんぴら狗』（今井恭子作 くもん出版 2018）

ID12785 

『ゆっくりおやすみ、樹の下で』（高橋源一郎著 朝

日新聞出版 2018）ID12786 

『つる花の結び−源氏物語 上』（紫式部著 理論社

2018）ID12787 『つる花の結び−源氏物語 下』

（紫式部著 理論社 2018）ID12788 

『きげんのいいリス』（トーン・テレヘン著 新曜

社 2018/06/25）ID12789      

『バレエ・シューズ』（ノエル・ストレトフィール

ド著 中村妙子訳 教文館 2018）ID12790※

request    『ふたりのスケーター』（ノエル・スト

レトフィールド著 中村妙子訳 教文館 2017）

ID12791※request 

『青い月の石』（トンケ・ドラフト著 岩波少年文

庫 2018）ID12792 

 

 

 

 

フィクション 

『ののはな通信』（三浦しをん著 KADOKAWA 

2018）ID17537 

『炎の来歴』（小手鞠るい著  新潮社 2018）

ID17538 

『六月の雪』（乃南アサ著  文藝春秋 2018）

ID17539※request 

『怪しくて妖しくて』（阿刀田高著 集英社2018）

ID17540 

『チンギス紀１ 火眼』（北方謙三著 集英社2018）

ID17541 

『チンギス紀 2 鳴動』（北方謙三著 集英社 2018）

ID17542 

『宇喜田の楽土』（木下昌輝著 文藝春秋 2018）

ID17543※『宇喜多の捨て嫁』もあります。 

『平城京』（安倍龍太郎著  KADOKAWA2018）

ID17544 

『白墨人形』（C.J.チューダー著 文藝春秋 2018）

ID17545 

『こころに残ること−思い出のアイルランド』（アリ

ス・テイラー著 未知谷 2018 ）ID17546 ※

request  

『逃亡派』（オルガ・トカルチュク著 白水社2018）

ID17547 
 
エッセイほか 
『マイ・リトル・世田谷』（しまおまほ著・写真 ス

ペースシャワーネットワーク 2014）ID17535 

『読書という荒野』（見城徹著 幻冬舎 2018）

ID17548 

『モンテレッジォ小さな村の旅する本屋の物語』

（内田洋子著 方丈社 2018）ID17549 

『デンマークのにぎやかな公共図書館』（吉田右子

著 新評論 2010）ID17550 

『 消 さ れ た 信 仰 』 ( 広 野 真 嗣 著  小 学 館

2018)ID17561 
 
新 書 
『古事記及び日本書紀の研究―建国の事情と万世

一系の思想』（津田左右吉著 毎日ワンズ 2018）

ID17551 

『僕、牧水!−歌人に学ぶ「まろび」の美学』（伊藤一

彦/堺雅人著 角川書店）ID17552 

『人の名前が出てこなくなったときに読む本』（松

原英多著 ロングセラーズ 2018）ID17553     
 
文 庫 
『開高健ベスト・エッセイ』（小玉武編 ちくま文

庫）ID17554 

『山口瞳ベスト・エッセイ』（小玉武編 ちくま文

庫）ID17555 

『つむじ風食堂の夜』（吉田篤弘著 ちくま文庫

2015）ID17556 

18年 7月に入った子どもの本 

18年 7月に入ったおとなの本 

『檀流クッキング』（檀一雄著  中公文庫）

ID17557 

『こころの旅』（須賀敦子著  角川春樹事務所

2018）ID17558 ※request  

『男の背中、女のお尻』（佐藤愛子/田辺聖子著 中

央公論新社 2018）ID17559 

『ヌヌ完璧なベビー・シッター』（レイラ・スリマ

ニ著 集英社文庫）ID17560 

『カクレキリシタン』(宮崎賢太郎著 角川ソフィ

ア文庫 2018)ID17562 

 

・・・・・・・・・🌼 🌼 🌼・・・・・・・・・・ 
 
 

読む楽しみを～北の国から 9  
              

 亜子 記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

沙羅の樹文庫だより No.144-2 

ジャック・ロンドン幻想短編傑作集 
（彩流社 ２００８年） 

 
―― 最晩年のジャック・ロンドンの 
        たどり着いた場所 ―― 

ジャック・ロンドンは 1876 年、サンフラ

ンシスコの貧しい家庭に生まれた。母はス

ピリチュアリスト（占い師）。父は降霊会を

主宰する心霊主義者だが、ジャックを認知

しなかった。小さい頃から、恐ろしい降霊

会を目の当たりにして育った彼は、この環

境を忌み嫌ったらしい。15 歳のジャックは

缶詰工場で働く一方、養殖牡蛎の密漁にか

かわったりする。18 歳でアメリカ北部とカ

ナダの各地を放浪。20 歳でカリフォルニア 

 

 

 

大学バークレー校に入学するが、すぐに

退学。その後、ジャックは、アラスカのク

ロンダイク・ゴールド・ラッシュに加わっ

た。その時の強烈な極寒の厳しい経験が

『白い牙』や『火を熾す』など代表作品を

生む。この『ジャック・ロンドン幻想短編

傑作集』の中にも一つだけ砂金探しの夢

に取りつかれた 70歳の老人が描かれてい

る（「古代のアルゴスのように」）。 

 彼の作品は動物文学のようにも思われ

ているが、実は様々なジャンルで書いて

いるようだ。短編だけで 200 編もあるら

しいし、一日千字書くというノルマを決

めて書いていて、それを厳格に守ってい

たという。 

40 歳（1916 年歿）という若さで亡くな

ったのは、南太平洋諸島を探検中に感染

した熱帯病が原因で、尿毒症や腎炎にか

かり最後はモルヒネと睡眠薬が欠かせな

くなる状態であった。それでも死の間際

まで書いている。死の 6 日前のインタビ

ューに「人間のしかるべき目的は生きる

ことであり、存在することではない。私は

日々を無駄にして長引かせるつもりはな

い。自分の時間を活用するつもりだ」「（ｐ

212）と答えている。エネルギッシュで、

「危険を顧みず、無謀な冒険に駆り立て

られる自分に対し、何がそうさせるのか、

理性では説明できない力を感じていたこ

とも事実である」。 

両親から受け継いだ神秘的な血は、否定し

ても彼に激しく流れていたのか。幼い頃から

不可解な悪夢に取り憑かれるなど、不思議な

体験もしていたらしい。晩年はユングやフロ

イトなどを熱心に読み、無意識の世界を探り

自己分析していたとのこと。その影響を感じ

させる作品が本書のなかの「赤い球体」と「コ

ックリ占い板」。 

「赤い球体」はパプアニューギニアの密林で

遭難した白人学者バセットが、首狩り族・ブ

ッシュマンの中で暮らしながら、異様な大音

響をたてる「赤いもの」の謎を探る。バセッ

トは最後に首をはねられ燻製化される。神話

的な隠喩やユングの無意識の世界を感じさ

せる不思議な作品。 

「コックリ占い板」は愛し合う二人の男女の

結婚がどうしても叶わない理由が男性側に

あり、その謎を占い板が女性に告げる。占い

板の予言通り、女性の死んだ父親の霊が交際

相手の男を事故の形で殺してしまう。このほ

かに味わい深い「夜の精」「水の子」「古代の

アルゴスのように」が収録されている。 

 本書は解説がひじょうに充実していて、こ

れがなければこの幻想作品の意味するとこ

ろはほとんど理解できなかった。訳者の有馬

容子氏のジャック・ロンドン研究のおかげで

不思議な世界を味わった。幻想小説とはこう

いうものを指すのか、とはじめて納得した。   

犬と人間との壮絶な駆け引きを描いた『火

を熾す』もすばらしいが、こちらも小説の面

白さを深く味わうことができる。 

 



「大人の休日倶楽部パス」を使って 
（JR東日本全線 4日間乗り放題 15000円のチケット） 

 

 前からこのチケットのことはお友だちから聞いていた

のです。今回初めてこのチケットを使って、6 月末に山

形の「山寺」と、下北半島の「恐山」に行ってきました。

雨が心配でしたが、大して降られずにいい旅ができま

した。 

 JR 東日本管内ということで、東海道新幹線は使えな

いのが残念ですが、そこは時間だけたっぷりの私たち、

早起きで乗り切りました。5時過ぎ伊豆高原発、東京駅

8：56 発の「やまびこ 129 号」（すてきなブルーグリーン

の）で山形に向かいました。東京駅で時間があったの

で、お弁当を買いました。あさりのご飯と金目の三色盛

り、両方とも「当たり！」でした。山形から「山寺」まで

「奥羽本線」で 15分、駅前から見えていました。芭蕉の

「閑かさや 岩にしみいる蝉の声」で有名なお寺で「蝉

塚」なんてありました。上まで千段の階段はきつかった

ですが、ふうふう言いながら登って、おりてくることがで

きました。ウィークデイでしたが、観光客はいっぱいで

した。 

 山寺から「仙台」へ。昔々来たことがあったのですが、

大きな街で驚きました。「広瀬通り」にある東横インに

泊まりました。1 人でホテルに泊まるという経験がなく

て、東横インの会員になったのはいつか 1 人になった

時の練習です。 

 

さとう宗幸の「青葉城恋歌」が自然に口をついて出てき

ますね母が好きだった歌です。中学時代からの 60 年

以上のペンフレンドがいるのですが、さすがに夫と 2人

の旅では言い出せません。ヴィオラを弾いている甥が

仙台フィルにいるので、いつかまた行きたいと思ってい

ます。仙台の夜は外に出て、夫は待望の「ほや」が食

べられて大満足。私も好物のあなごをいただきました。

ぶらぶらしていたら、デパートで「羽生結弦」展をやって

いたので見てきました。普段の生活でなら出会わない

人に出会うのも楽しいですね。翌朝は早起きして「仙

台城址公園」に。有名な正宗公騎馬像があって「あぁ

仙台にきたなぁ」と思いました。見晴らしもとても良かっ

たです。行きはタクシーを使って、帰りは歩くつもりが、

ちょうど地下鉄の駅に出て、一駅か二駅の所ですが乗

ってみようかと、まだすいている地下鉄に乗りました。 

 仙台発は 9：12「こまち 3 号」赤い秋田新幹線です。

秋田で「つがる 3号」に乗り換え青森へ。青森から下北

に出ました。私は下北半島は初めてです。その夜寄っ

た町のラーメン屋さんは、｢ジャンボぎょうざ｣がおいし

いと聞いたのですが、カウンターに座ったら、目の前で

お料理をしていて、「それは何ですか」と聞いたら、売り

物ではないという「みず」という食べたことのない山野

草で、おひたしをごちそうしてくれました。もう 40 年以

上やっているお店は奥さんのがん治療のために、今日

再開したばかりとのことでした。それでも、私たちが食

べている間に 3 人の人がぎょうざを焼いてもらって、持

って帰りました。近所のお店の人のようでした。どこも

さびれてきている町の中で、息子さんと 2人の小さなお

店で、世間話をしながらご飯を頂けるのは楽しい夜で

した。 

 翌日はレンタカーを借りて「恐山」へ。「重罪地獄」と

か、「血の池地獄」などのある、硫黄が吹き出ている恐

ろしげな山を歩きました。土曜日 9 時頃だったのです

が、ここはあまり人は出ていませんでした。レンタカー

を借りていたので、本州最北端という「大間崎」へ。 

 青森から八戸に出て、八戸発 16：16 の「はやぶさ 30

号」で東京着 19：03。八戸でお弁当を買って電車の中

で。うれしい誤算でこの日は土曜日。通勤ラッシュがな

くて電車はすきすき、ゆっくり座って、伊豆高原につい

たのは 10時過ぎでした。交通費は 15000円とレンタカ

ー代 5000 円ほど。ホテルと食事代。「萩の月」などお

土産代。安上がりで楽しい冥土の土産がまた一つでき

ました。                 （2018/07/10） 

 

 

 

 

 

 
 

 

中西さんご夫妻がのぼった『山寺』です。さらも数年前行き

ました。ここまでずーっと上り。その時でもふーふーでした。 

私の旅日記・・・「山寺」、「恐山」へ・・・       中西景子 

 

文庫だより 144-3 

 

沙羅の樹文庫だより 144-3 
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『精霊の守り人』が好き! 

             河津東小６年 坂内 健太 

ぼくは『精霊の守り人』という本が好き

です。チャグムという皇子が苦しみを乗

りこえて、女用心棒バルサといっしょに

生きていくすがたに感動するからです。 

 話は、チャグム皇子が「ニュンガ・ロ・

イム」という精霊の卵を産みつけられた

ことから始まります。卵をねらう怪物「ラ

ルンガ」と父である帝の両方から命をね

らわれ、バルサと逃げることになります。 

 とてもそう大な話ですが、「ニュンガ・

ロ・イム」の卵を産みつけられたばかり

に、皇子としての名誉やくらしなどを捨

て、命までねらわれたチャグムはとても

つらいと思います。 

 残酷な話が続き、おどろきました。生き

ていた野生の動物を殺し、ぬくもりがあ

る体から皮と肉に分ける作業のとき、チ

ャグムは泣きながら働いていました。 

バルサは「気持ちをかけるんじゃない。

考えるとつらくなっちまう。何も考えず

に、手を動かしな。」と、言ったのです。 

 でもチャグムは慣れない平民のくらし

を始め、平民の苦しさを知りました。そし

て、シリーズ最終巻『天と地の守り人』で、

チャグムはこの経験を生かしたいい帝に

なります。 

 

 

 帝になったとき、王族の目を見ると目

がつぶれると言われていたのに、顔をお

おううすい絹の布をつけずに堂々として

いるところに、チャグムの成長を感じま  

した。 

だから、ぼくも将来どんなことが   

あるかわかりませんが、色々な経験を積

んで、チャグムのようにかっこうよく、

がんばって生きていきたいです。 

健太君、ありがとう。長いシリーズ、よく読み

通しましたね!  

・・・ ★ ・・・ ★ ・・・ ★ ・・・ 

上橋菜穂子の守り人シリーズ(偕成社) 

１精霊の守り人 

2 闇の守り人 

3 夢の守り人 

4 虚空の旅人 

5 神の守り人-来訪編 

6 神の守り人-帰還編 

7 蒼路の旅人 

8 天と地の守り人 第 1 部 ロタ王国編 

9 天と地の守り人 第 2 部 カンバル王国編 

10 天と地の守り人第 3 部 新ヨゴ皇国編 

・流れ行く者－守り人短編集 

・炎路を行く者－守り人作品集 

 
 
★ほかに、上橋菜穂子の作品は、国際アンデル
セン賞・鹿の王・上下巻や、獣の奏者シリー
ズ、またエッセイなど多々蔵書しています。 
  

今月の入庫本から 
★最近は、「ビブリオバトル」という本の紹介の仕方
が超盛んのよう。活字文化振興会議というのが推進。
筑波大でも入試に導入するそう。私も数年前、何回
か町田で聞きました。中学生のそれが、驚くほど明
快で、よし、これ読んでみよ!という感じでした。確
かに 5 分で、ある作品を簡潔感動的に知らせること
は、小論文作成、頭の体操に最適かも。でも、でも、
競争という手段が・・・。 
★7 月初め、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連
遺産」がユネストの世界文化遺産に登録。少々関心
があり、文庫にも『浦上の旅人たち』 (今西祐
行)ID11255、『浦上物語』ID17040 に始まり、『バ
テレンの世紀』(渡辺京二)ID17339、『潜伏キリシタ
ンは何を信じていたのか』(宮崎賢太郎)ID17437 が
ある。更に『消された信仰』(広野真嗣)ID17561、
『カクレキリシタン』(宮崎賢太郎)ID17562 を入れ
た。<潜伏キリシタン><隠れキリシタン>どう違う
のか。 
★歴史の隙間を埋める小説も好きで、最近特に古代
に目が行く。藤原不比等を描いた『比ぶ者なき』(馳
星周)ID17434 が面白かったので、『平城京』(安部龍
太郎)ID17544 を。こちらは、不比等の側近の弟(遣
唐使船の船長)に物語らせた平城京遷都の物語。この
2 冊読んだだけでも、私が知っていた歴史上の事柄
がどんでん返し的。そこで、広告に大きくあった津
田左右吉の本『古事記及び日本書記の研究―建国の
事情と万世一系の思想』ID17551 を入れた。お読み
くださる方、いるかしら。 
★東日本大震災の前の年の夏、郡山の人々に誘われ
て北欧 3 国を駆け足。リンドグレーンやトーベ・ヤ
ンソンを辿る旅。スウェーデンの図書館はいくつも
見たが、デンマークでは行かなかった。友人に薦め
られたのが『デンマークのにぎやかな公共図書館』
ID17550、日本とどう違う? 折も折、娘が息子のい
る台湾高雄へ行き、素晴らしい図書館の写真を撮っ
てきた。息子一家は今はアメリカだが、アメリカの
図書館の最近を知りたい、と欲が出る。 
★文庫のみなさん好き作家の内田洋子『モンテレッ
ジオ 小さな村の旅する本屋の物語』も面白そう。 
★時折寄る成城の雑貨屋の書棚でみつけた『マイ・
リトル・世田谷』(しまおまほ)ID17535。豪徳寺住ま
いとは! 実家の近く、ご近所さん。しまおまほの名
だから島尾敏雄・みほの娘かと。お孫さんで漫画家。
だった。★小説版『万引き家族』映画見損ね、本で? 


