
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

No.１５０  2019年 1 月号  

 

✿開館スケジュール✿ 

◆1 月は通常 19 日(土)〜20 日(日) 

◆2 月は通常 16 日(土) 〜17 日(日) 

◆3 月は通常 16 日(土) 〜17 日(日) 

◆4 月は通常 20 日(土)〜21 日(日) 

◆5 月は 18日(土)〜20日(月) 

18 日（土）は変則午前中のみ 

19 日((日)も変則午後 5 時まで 

恒例★若葉のころのおはなし会★ 
 大きい人向け：5月 18日午後 

 小さい人向け：  19日午前 

 ゲスト：全日本語りネットの方々   

 

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❤ 

小さなおはなし会(10:30～11:00) 

   初場所幕入り力士土俵入り（19.1.14） 

 

 

100 歳過ぎてまで詩を綴り豊かに過ごされた柴田さんに倣
って、それぞれの歳月を、それぞれにしかできない役目をは
たし、身の丈にあった暮らしを味わい愉しみ、それぞれの生
きる世界を人を愛しみ(宮沢賢治の心境になってしまう)、お
おらかな心で過ごしていきたいものですね。     (さ・ら) 
                

http//:saranokibunko.com 

大室高原 7-122   0557-51-3737 

     0557-51-3737 

溶けてゆく 
 

 ポットから 
   注がれるお湯は 
      やさしい言葉のようだ 
 
 私の心の角砂糖は 
    カップのなかで 
      気持ちよく 

溶けてゆく 
 
柴田トヨ『くじけないで』より 
      94 歳の作 
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文庫あれこれ◆新年のお慶びと寒中お見舞い申
しあげます。いつもより、1 日早く文庫に来ま
した。今日 17 日、室内はあたたかですが、一
歩外へ出るとピリッと冷たい、でも気持ちの良
いほどの快晴。大島がよくみえます。(ガラス磨
きをしてもらったせいもあります)。◆チケット
をくじ引きでゲットするのが好き?なご家族の
お裾分けに預かり、2 女夫婦と 2 日目両国国技
館へ行ってきました。満員御礼の垂れ幕が早々
にさがり、時間を追うごとにごみ粒のような人
でいっぱい。みんな久しぶりの日本人横綱、稀
勢の里への想いでいっぱい。我が家の男連中も。
そして、この日も、3 日目も敗れた力士は引退
に。◆私の贔屓はちがうのですが、敗れても最
後まで頑張ってほしかった気がしました。◆と
にかく、今場所も早々と土俵は荒れていますね。
◆下の写真は、当日の解説者と記念撮影という
おまけ付きで、何と、現役時贔屓にしていた琴
欧州と!（2 人の部分だけ夫さんがカット）この
背の違い!! ◆かつての文庫の子どもたちの中に
は受験を控えている子が大勢います。どうか、
日頃の成果をだせますように、当日インフルエ
ンザなどにやられませんように、祈ります。◆
新年であろうとなかろうと、旅立つ人ありき。
梅原猛さん(親友が私淑していた)、市原悦子さ
ん。高校の頃、いっとき、役者になりたくて俳
優座にお芝居を観に通いました。◆市原さんの 

「「セチュアンの善人」が、今もって 
瞼に焼き付いています。「声に表情 
がある人」だと誰かが。3 番目の 
子どもの出産時、同じ病院でひっ 
そり佇む市原さんを見かけ、ああ、 
残念な結果だったのかも、と思っ 
たものでした。◆不安をいっぱい 
孕んで平成の終わりが新しい時      
代の始まりに向かって歩き出しま 
した。でも、ここでは、私たちを 
生かしてくれるいい本に出会えま 
すよう！ お互い元気で過ごしま 
しょう。本年も宜しくお願いいた 
します。        (西村) 
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おはなし勉強会は土曜日 11:00〜13:00 
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〜新しい年の初めの雑多な感想〜 
 

『予言の哀しみ』(渡辺京二著 弦書房 

2018年 11月初版) 他など 
 

1月の始め、今お借りしている本が3冊もあります

が、まあお正月でぼーっとしているのを口実に雑

談をお許しいただきます。 

まずは前にも書いたことですが、年賀状のこと。

年を取ると年賀状のやり取りが生存通知のやり

取りになるんです。今年も二人の古い友人から賀

状が来ませんでした。よせばよいのにそのうち 1

人の健康が心配になって、その友人の秘書さんに

メールで探りを入れてみたら、ただ友人の母堂が

昨年亡くなったというだけのこと、本人は元気そ

のものということで恥を書いた気分。 

お借りした渡辺京二著「予言の哀しみ」は「石牟

礼道子の宇宙 Ⅱ」と副題があって、昨年亡くな

った石牟礼道子さんとの長く深い交流―そして

彼女の文学の深い見事な分析―をまとめたもの

で、これほど立派な交友録はまあないといえるの

ではないか。 

そのほか『壁の向こうの住人たち』（A.R.ホック

シールド著―布施由紀子訳）と『プロット・アゲ

ンスト・アメリカ』（フィリップ・ロス著―柴田

元幸訳）もお借りした状態ですが、これはいずれ

もVOLUMEのある本で読み通すのが大変、前者はひ

ょっとすると今問題のアメリカ大統領トランプ

のなんでもかんでもアメリカNo.1政策に関係が

あるんじゃないかなんて思ったのですが、そうで

はなく、米国の白人貧困層の冷遇問題を取り上げ

た学者の問題提起をまとめたもので、白人アメリ

カ人の中での差別問題なんですね。丁度1月12日

の朝日新聞読書欄に東大の西崎文子教授が解説

されています。 

『プロット・アゲンスト・アメリカ』（フィリッ

プ・ロス著 柴田元幸訳）の方は、著者・訳者と

も文句なしの本。私は柴田元幸を最高のアメリカ

文学理解者で実力 NO.1 の翻訳者と信じているの

で、時間をかけて読み通すつもりですが、531ペ

ージあるのでちょっと時間がかかりそう。 
 
・・・ ★ ・・・ ★ ・・・ ★ ・・・★ 
★ ・・・ ★ ・・・ ★ ・・・  ★ ・・・ 
 

徒然なるままに・・・。     

 静かな正月である。元日と二日にかけて森下典子

著『好日日記―季節のように生きる』を読んだ。1

月に文庫に入れようと思って購入した20冊ほどの

中から軽く読めそうだと思ったのと、観たいと思い

つつきっと見逃すだろう映画（昨秋亡くなった樹木

希林主演『日日是好日―「お茶」が教えてくれた

15 の幸せ』）の原作者の新作だから読んでみよう、

と考えてのことだった。 

 著者と同じ 20 歳の頃、表千家のお茶を習い始め

た私だったが、1 年続いただろうか、あまりに立派

な茶人方の中に押し込まれて、畏れをなして辞めて

しまった。お点前どころか、袱紗の扱いも今では心

許ない。しかし、今でも茶の湯の雰囲気に焦がれる。 

 30 数年前、仕事について間もなく、会社にも家

族にもがんじがらめになり、訳もなくむしゃくしゃ

して、東京駅から最終列車に乗って西に向かった。

冬の荒れ狂う日本海を眺めながら、行ったところは、

津和野、萩。津和野で清流に鯉が泳いでいるのを眺

め、森鴎外の生家を見、萩の城下町を観光ガイド通

りに歩いたが、記憶がほとんど飛んでいる。が、何

気なく萩焼の窯元を訪ね、一目で気に入ってお薄茶

碗を買ってしまったことは忘れていない。今ではカ

ード一枚持っていれば、簡単に購入できるけれど、

ふらっと出てきた私の持ち合わせでは到底支払え

ず東京に戻って送金したのだ。 

 この新刊を読みながら懐かしくなってその抹茶

茶碗を棚から下ろしてみる。作者銘が読めない。作

者は今は有名になっただろうか、当時は無名だった

気がする。でもごくごく普通の薄茶の肌に淡いあず

き色の線が描かれた萩焼をその時私は欲したのだ

と思った。それを手に入れて、私は怒りを忘れ東京

に帰ったのだ。 

 さて、この本は、40 年以上お茶の稽古に通う著

者が、24 節気に重ねて季節の移り変わりの中の自

らの生き越し方を静かに見つめているのだが、あっ、

私もこんな風に思った、という箇所が多々ある。ま

た、お茶のお稽古をしたとは言えない私なのに、彼

女の描く先生のお宅の様子が、まさに以前どこかで

私も感じた、見た、と思える懐かしさ愉しさ恋しさ

があった。新しい年の初めに、ゆったりとした贅沢

な気分を味わわせてもらい得した気分。挿図の茶碗

や棗、お菓子がまたいい。巻末のお菓子一覧を探し、

真似ごとにお茶を立てて、食してみよう、可愛がっ

てもらった茶人の美術館にまた茶器を見に行こう、

とか、ホクホク感いっぱいになった。一まわり以上

若い著者に感謝。           (さ・ら)          

2019 年 1月に読んだ本についての感想 

       2019.1.13          By 森林浴 



絵 本 

『くろいの』（田中清代作 偕成社 2018）

ID12919 

『つちをほらなくなったスチームショベル』

（ジョージ・ウォルターズ文 好学社 2018）

ID12920 

『ダムこの美しい全てのものたちへ』（デイヴ

ィッド・アーモンド文  評論社 2018）

ID12921 

『らくごえほん ねこのさら–柳家小三治・落語

「猫の皿」より』（野村たかあき作 教育画劇

2017）ID12927＊request 
 
読み物 
『ぼくはアフリカにすむキリンといいます』

（岩佐めぐみ作 高畠純絵 偕成社 2001）

ID12925 

『ねこの商売』（林原玉枝文 二俣英五郎絵 

福音館書店 2018）ID12926 

『14 歳、明日の時間割』（鈴木るりか作 小学

館 2018）ID12922 

『ケンタウロスのポロス』（ロベルト・ピウミ

ーニ作  長野徹訳  岩波書店 2018）

ID12923 

『雲の中の家族』（草谷桂子ほか作 静岡新聞

社）ID12928★著者からの寄贈 
 
参考文献 
『子ども文庫の 100 年—子どもと本をつなぐ

人びと』（高橋樹一郎著 みすず書房 2018） 

ID12924 

科学絵本 

『サバンナを生きるライオンのこども』(ガブリ

エラ・シュテープラー写真・文 たかはしふみこ

訳 徳間書店)ID12892 

『ここで土になる』 (大西暢夫著  アリス

館)ID12893 

『アニマルズ—生きもののおどろき 120』(エ

マ・ドッズぶん マーク・アスピナールえ 福岡

伸一訳 ポプラ社)ID12894 

『こちらムシムシ新聞社～カタツムリはどこに

い る ? 』 ( 三 輪 一 雄 作 ・ 絵  偕 成 社

2018)ID12895 

『もぐらはすごい』(アヤ井アヤコ著 アリス館

2018)ID12896 

『サルってさいこう!』(オーウェン・デイビー作 

越智典子訳 偕成社 2017)ID12909 

 

絵 本 
『おせんべやけたかな』(こがようこ構成・文 降

矢なな絵 童心社 2018)ID12918 

『どこがながいかわかる?』(みやにしたつや作絵 

金の星社 2018)ID12897 

『ぽかぽかスープ』(うえきまさのぶ作 相野谷

由起絵 ひさかたチャイルド 2018)ID12898 

『バスていよいしょ』(重松彌佐作 西村繁男絵 

童心社 2017)ID12899 

『あのとき、そこにきみがいた－2016 年 4 月

熊本地震の現場から』(やじまますみ作・絵 ポ

プラ社 2018)ID12900 

『たぬきの花よめ道中』(最上一平作 町田尚子

絵 岩崎書店 2018)ID12901 

『こねことおつきさま』(アルベルティーヌ・ド

ゥルタイユ作絵 ふしみみさを訳 徳間書店

2018)ID12902 

『マララのまほうのえんぴつ』(マララ・ユスフ

ザイ作 キャラスクエット絵 木坂涼訳 ポプ

ラ社 2017)ID12903 

『くらやみのなかのゆめ』(クリス・ハドフィー

ルド作 ザ・ファン・ブラザーズ絵 さくまゆみ

こ訳 小学館 2017)ID12904 

『スタンリーとちいさな火星人』(サイモン・ジ

ェームズ作  千葉茂樹訳  あすなろ書

房)ID1290５ 

『飛行士と星の王子さま』(ピーター・シス文・

絵 原田勝訳 徳間書店)ID1290６ 

『わたしたちのたねまき—たねをめぐるいのち

たちのおはなし』(キャスリン・O・ガルブレイス

作 ウェンディ・アンダスン・ハルパリン絵 梨

木香歩訳 のら書店 ID12907 

『えをかくかくかく』(エリック・カール作 ア

ーサー・ビナード訳 偕成社)ID1290８ 

『とんがりぼうしのオシップ—赤い糸のぼうけ

ん』(アンネマリー・ファン・ハーリンゲン作 野

坂悦子訳 BL 出版 2018)ID12910 

 

読み物 

『おばけのぽーちゃん８ おばけのおばけやし

き』(吉田純子作 つじむらあゆこ絵 あかね書

房 2018)ID12911 

『アチチの小鬼』(岡田淳作 田中六大絵 偕成

2019年 1月に入った子どもの本 広瀬おばさんからいただきました。 19-1 

社 2018)ID12912 

『天からの神火』(久保田香里作 小林葉子絵 

文研出版 2018)ID12913 

『ミコとまぼろしの女王』(遠﨑史朗作 松本大

洋絵 ポプラ社 2018)ID12914 

『雨ふる本屋とうずまき天気』（日向理恵子作 

吉田尚令絵 童心社 2017）ID12915 

『ヨッちゃんのよわむし』(那須正幹作 石川え

りこ絵 ポプラ社 2018)ID12916 

『四つの人形のお話 ２ ゆうえんちのわたあ

めちゃん』（ルーマ・ゴッテン作 久慈美貴訳 徳

間書店 2018）ID12917 
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フィクション 
『童の神』（今村翔吾著  角川春樹事務所 201 

8）ID17741 

『信長の原理』（垣根涼介著 KADOKAWA 

2018）ID17742 

『二十五年後の読書』（乙川優三郎著 新潮社

2018）ID17743 

『海とジイ』（藤岡陽子著 小学館 2018）

ID17744 

『エリザベスの友達』（村田喜代子著 新潮社

2018）ID17745 

『影を歩く』（小池昌代著 方丈社 2018）

ID17746 

『向田理髪店』（奥田英朗著 光文社 2018）

ID17747 

『自転車泥棒』（呉明益著 文藝春秋 2018）

ID17748 

 

エッセイほか 

『珈琲が呼ぶ』（片岡義男著 光文社 2018）

ID17749 

『幸田文台所帖』（幸田文著 青木玉編 平凡

社 2009）ID17750 

『好日日記 季節のように生きる』（森下典子

著 パルコ出版 2018）ID17751 

『推薦文、作家による作家の全集内容見本は名

文の宝庫』（中村邦生編  風濤社 2018）

ID17752 

『胃弱・癇癪・夏目漱石—持病で読み解く文士

の生涯』（山崎光夫著  講談社 2018）

ID17753 

『あの映画に、この鉄道』（川本三郎著 キネ

マ旬報社 2018）ID17754 

 

漫 画 

『昭和天皇物語 １〜３』（能條純一著 小学

館 2017〜18）ID17731〜3                        

 

新 書 

『一切なりゆき』（樹木希林著  文春新書

2018）ID17740 

 

文 庫 

『100 万分の１回のねこ』（江國香織著 講談

社 2018）ID17730 

『琥珀のまたたき』（小川洋子著 講談社文庫

2018）ID17734 

『青べか物語 第 2 版』（山本周五郎著 新潮

文庫 2018）ID17735 

『鋼の女』（下重暁子著  集英社文庫）

ID17737 

『ジーヴズの事件簿 才知縦横の巻』（P.G.ウ

ッドハウス著 文藝春秋 2018）ID17736 

『カササギ殺人事件 上・下』（アンソニー・

ホロヴィッツ著  創元推理文庫 2018）

ID17738、17739    

 

この本、すきだよ!  
おだんごぱん―ロシア民話 

瀬田貞二再話 脇田和絵 福音館書店 

おだんごぱんは、 

かわいいです。 

えもとってもじょ 

うずで、おだんご 

ぱんをたべたくな 

ります。 

ふしぎにおもった 

ことは、なんでこ 

ろがるの? なんで 

どうぶつがしゃべ 

るの? と、いうこ 

とです。 

 

 

さくらがおか小学校 1ねん  水野 絵奈 

 

2019年 1月に入った大人の本 沙羅の樹文庫だより１５０－２ 

K さん愛蔵の吉川英治文学全集大部をいただきました。 
たくさんで文庫に置けませんが、読みたい方はお声をかけてください。 


