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🌼 2019・今後の開館スケジュール🌼  

 

No.153 2019年 4月号 

◆5月は変則 18日（土）〜20日（月） 
   本の貸出時間にご注意ください!! 

18日（土）は変則 10:00～13:00 
19日（日）も変則 13:00～17:00まで 

20日は 10:00～15:00 
★若葉のころのおはなし会★ 

大きい人向け：5月 18日 13：30〜15:45 
語り手：全日本語りネットワークの方々と 

おはなし・沙羅のみんな 
小さい人向け： 19日午前 10:30〜12:00 
語り手：全日本語りネットワークの皆さん 

 
◆6月は通常 15日（土）と１6日（日） 
◆7月は変則２週目 13日（土）と 14日（日） 

★第１９回海の日のおはなし会★ 
14日夕・於：伊豆高原駅クスの木の下 
★開館記念子どものためのおはなし会★ 

15日（祝）10:30〜12:00於：沙羅の樹文庫 
 

◆8月は延長 17日（土）〜20日（火） 
◆9月は通常 15日（土）と 16日（日） 
◆10月は通常 19日（土）と 20日（日） 
  
※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」 

❤午前１０：３０～１１：００❤ 
《楽しんで読み聞かせ・頑張っておはなし》 

みんなで勉強会（おはなし・沙羅）は、 
毎月開館日の土曜１１：００～１３：００ 

※文庫は原則第３週の日曜日とその前日の土曜日 
  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 
 

          
〒413-0235 伊東市大室高原7−１２２ 

 HP：saranokibunko.com 
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 春    
さあ、フルートを鳴らそう！ 

まだまだ聞こえないよ 

鳥たちは昼も夜もにぎやかな様子だ。 

ナイチンゲールは谷間の中で 

ツグミは大空の下で 

元気に歌っている。 

そう、元気が大事。 

このまま元気に今年の春を 

迎えようじゃないか。 

         （ウィリアム・ブレイク） 
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文庫あれこれ◆あたらしい元号がきまりましたね。「令和」。

人それぞれに思い思いのニュアンスを感じていることでし

ょう。元号不要説もありますが、令和は、西暦から 18 引

けばよいので楽ですね。◆天皇の最後の公用として退位の

あいさつに伊勢神宮にご報告、のニュースを見て、玉砂利

を歩むお姿に、おぼつかなさを感じ、やはり、お疲れさま、

ご苦労さまでした、と思わずにはいられませんでした。◆

あたらしい時代は誰のせいでもない私たち(特に若い世代)

が築いてゆかねば、ですね。◆朝日を読んでらっしゃる方

が多いと思うので「折々のことば」はなるべく引用しない

と思っているのですが、”いつもニコニコしていること    

 (和顔施)で、徳を積めるんです” 

 (瀬戸内寂聴)。”面は冷ならんこ 

とを欲し、背は煖ならんことを欲 

し、胸は虚ならんことを欲し、腹 

は実ならんことを欲す“(佐藤一斎) 

”当たり前のことをちゃんとつづ 

けるっていうのが、なんでもいち 

ばん大事なんじゃないですか。特 

別なことなんてなにもないの”                  

(                     （ふじこさん）。◆うん、うんと 

納得してもなかなかできないです

ね。◆テキサスにいる息子のお嫁さんが送ってくれた春だ

より、ブルーボネットの写真。親は子、孫の健康を願い、

触れ合う人と愉しく語らう、そんなありきたりの幸せが続

く世でありますよう。◆フレッシュマンはだれかな! 幼稚

園、学校なれたかな!◆ヒメシャラに若葉! 晴れてきました。

さあ今月もお気に入りの本を探してください。  （西村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

また、悲しいお知らせです。 
満開の桜の花が散り始めた４月初旬、伊豆高原の文化親善
大使的な役割を果たしてくれていたMちゃんが亡くなりま
した。長年にわたって闘病を続けていたのに、周りの人は
彼女の活動力にそれを忘れがちだったと思います。沙羅の
樹にはしばらくお顔を見せてくれなかったけれど、お父様
の様々なジャンルの蔵書をたくさんに寄贈してくれ、特に
海外のサスペンスを楽しんだ会員も多いと思います。息子
と同い年、まだ 52 歳でした。楽しく生き切ったというす
がすがしいお顔だったそうです。 
また、この方のご家族も家族のすばらしさを私たちに伝え
て旅立たれました。直接には存じ上げませんでしたが、奥
様が若葉のころに心にしみる朗読をつづけてくださるY さ
んのご主人様。ご冥福をお祈りします。 
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『東京輪舞』（月村了衛著 小学館 2018.11）  

    ～～時代の暗部を探る 

ノンフィクションのような小説～～ 

亜子 

「機龍警察」シリーズで大ファンになった月村了衛氏

の新作『東京輪舞』は、興味の尽きない内容で読みだ

すと興奮してページをめくる手がとまらなかった。久

しぶりにドキドキしながら読了してしまったが、これ

は昭和と平成の歴史事件について一人の異能の公安警

察官を主人公にして描く裏面史でもある。急いで読ん

でしまうのはもったいない。 

全7章が描く内容はロッキードの機影、東芝COCOM違反、

ソ連崩壊前夜、地下鉄サリン（オウム真理教）、國松

長官狙撃事件、金正男の正体などで、1976年から2018

年まで一つ一つの事件は日本にとって、複雑で奥の深

い大事件ばかり。一般のジャーナリズムが絶対に報じ

ない裏側の世界。公安警察官の仕事ぶりを縦軸に、ロ

シア、北朝鮮、韓国、アメリカのスパイたちの暗躍を

横軸に、国と国との交渉の薄汚い姿と謎ばかりの世界

をチラリとのぞかせてくれる。チラリどころか限りな

く真相に近い情報をフィクションという形で読ませて

くれる。 

主人公は1975年、警視庁公安部外事第一課に配属され

た砂田修作。巡査時代、田中角栄邸を警備中、負傷し

た彼を田中総理本人が病院に見舞う。末端の警官にも

心をかける角栄に心を鷲掴みにされて彼の熱烈なファ

ンになる。その田中総理が罠にはめられてやがて政界

を追われてゆく。しかし、砂田は一生涯、原点である

田中角栄の面影を胸に秘めて忘れることはない。砂田

はノン・キャリアだが、有能でごまかしのきかない性

格であるゆえに公安警察組織では出世からは取り残さ 

 

れ、正義を貫けば貫くほど外されていく。警察組織と

は事なかれ主義のキャリア・エリート官僚が出世する

世界。國松長官狙撃事件がそのことを端的に現してい

る。しかし、砂田はソ連がらみの事案には常に第一級

の情報を持っているため、ギリギリのところで公安組

織から外されることなく、しぶとく生き残り、ひたす

ら外事警察の本道を歩む。 

ソ連の女スパイ・クラーラとの出会いが砂田の人生に

大きな影と秘められた喜びを与える。クラーラは奸智

に長けた筋金入りの諜報員。肉体的に交情を交わすこ

とはないがお互いの心の中は隠しようもない。彼女を

絶対に信用はしない。クラーラも砂田の心の中を見抜

き、彼に心を寄せつつも、利用はするが溺れはしない。

「スパイはどこまでいってもスパイ」。ロシアのプー

チン大統領がどこまでもそうであるように･･････。 

私が最も興味を惹かれたのが東芝COCOM違反事件。1986

年の事件当時はなにがなんだかさっぱりわからなかっ

た。伊藤忠が納入した東芝機械の製品がココムの定め

る基準に抵触していたという事実はほんとうだが、そ

れは日本だけではなく西側諸国も秘密裡に同様の製品

をソビエトに売っていた。それがこの事件の真相らし 

             い。 

砂田はお金にも地位にも 

恵まれないが、それにも 

勝る充実したスリル満点 

の人生を味わった。自分 

が心から納得できる仕事 

人生を歩んだ。それこそ 

が、人間が生きていくう 

えで一番の幸せではない 

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散歩 

ただ歩く。手に何ももたない。急がない。気に入

った曲り角がきたら、すっと曲がる。曲り角を曲が

ると、道のさきの風景がくるりと変わる。くねくね

とつづいてゆく細い道もあれば、おもいがけない下

り坂で膝がわらいだすこともある。広い道にでると、

空が遠くからゆっくりとこちらにひろがっている。

どの道も、一つ一つの道が、それぞれにちがう。 

 街にかくされた、みえないあみだ籤の折り目をす

るするとひろげてゆくように、曲り角をいくつも曲

がって、どこかへゆくためにでなく、歩くことをた

のしむために街を歩く。とても簡単なことだ。とて

も簡単なようなのだが、そうだろうか。どこかへ何

かをしにゆくことはできても、歩くことをたのしむ

ために歩くこと。それがなかなかにできない。この

世でいちばん難しいのは、いちばん簡単なこと。 
 
上の詩は、長田弘の詩(長田弘全詩集の中の 1 篇。文庫の詩のと

ころに在ります)。 

 

私は最近、必要に迫られて運動するより歩くほうがラク・ラクと、

歩きはじめた。一日少なくとも６０００歩。東京の自宅附近を手

始めに。ただし、夜。一応家の片づけが済んでから。歩きはじめ

は自分に課した最低の歩数をこなしたくて。冬のコートを胸元ま

で閉めて。お稲荷さんまで、一歩一歩かぞえながら。ゆるやかな

坂道を痛い左足をかばいながら。やがて、知らないうちに、痛み

を忘れ、お稲荷さんを通り越し、大通りを越えて知らない街へ。

さまざまな造りの家が立ち並び、そのころには、階下のライトは

消え、ついていてもあれは寝室? 似ているようでちがう家。どん

な人が住んでいるのかしら。あら、こんなところにホテルのよう

なマンション群が! 知らなかったー。今は春。ただただ楽しく歩

いています。そして、大室でも始めました。今朝は家々の可愛い

小花を楽しみました。ただ歩く。私もお仲間入り。きっとここに

暮らしている人にとっては、いちばん簡単なこと!ですね。」 

(にしむら) 

読む楽しみを～北の国から    NO.13  

      No.13 

 



絵 本 

『あるくくま』（谷川俊太郎文 祖敷大輔絵 クレ

ヨンハウス 2019）ID13016 

『これはのみのぴこ』（谷川俊太郎作 和田誠絵 

サンリード）ID13018★ 

『クロコダイルとイルカ』（ドリアン助川作 あべ

弘士絵 ）ID12956 

『ウルスリのすず』（ゼリーナ・ヘンツ文 アロイ

ス・カリジェ絵 大塚勇三訳 岩波書店）ID13019

★ 

読み物 

『かいけつゾロリ まもるぜ! きょうりゅうのたま

ご（かいけつゾロリシリーズ４０） 』（原ゆたか作 

ポプラ社）ID13013※寄贈 

『お父さんのラッパ話』（瀬田貞二作 堀内誠一画 

福音館文庫）ID12992★ 
 

『パイパーさんのバス』（エリナー・クライマー作 

小宮由訳 徳間書店 2018）ID13012 

『聖ヨーランの伝説』（ウルフ・スタルク作 菱木

晃子訳 あすなろ書房）ID12991★ 

『十八番目はチボー先生』（モーリヤック作 杉捷

男訳 あすなろ書房）ID12993★  

『とざされた時間のかなた』（ロイス・ダンカン作 

佐藤見果夢訳 評論社）ID12995 
 

昔 話 

『むかしむかしあるところに』（楠山正雄作 童話

屋）ID13002 

『キバラカと魔法の馬➖アフリカのふしぎばなし』

（さくまゆみこ編訳  岩波少年文庫 2019）

ID13014 

『黒おばさん 子どものためのメルヘンと物語』

（クララ・フェフナー作 中村茂子訳 幻冬舎

2018）ID13015 
 
漫 画 

『ヤマトタケル（山岸凉子スペシャルセレクション

X）』（山岸凉子作 潮出版社）ID12994 
  

ノンフィクション 

『歴史がわかる! 世界の国旗図鑑』（苅安望著 山川

出版社 2018）ID13017 

 

いただきました!!  ちいさいひとに 
『はしるのだいすき』（わかやましずこさく 福音

館書店０•1•２•えほん）ID13003 

『ぱん だいすき』（征矢清ぶん ふくしまあきえ

え 福音館書店０•1•２•えほん）ID13004 

『ぶーぶーぶー』（こかぜさちぶん わきさかかつ

じえ 福音館書店０•1•２•えほん）ID13005 

『がたんごとんがたんごとん』（安西水丸さく 福

音館書店０•1•２•えほん）ID13006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの本： 

新しい本も入れたいと思

いますが、長く読みつが

れていて、入れ忘れた本

を入れるようにしていま

す。★印  

２０１９年４月に入った子どもの本 🌼嬉しいハプニング🌼 

春休みで、母屋に来ていた孫たち（実際は孫の友だち R君）                      
                   が、庭で鬼ごっこの時見つけ 
                    ました!! (19.4.３) 
                          
                  
 
 
                   
              

  
     19.3.18 
19.3.18 

 
 
                     
 
  
                       

卒園式にみんなで飛ばし
た風船が、名古屋市守山
区からここ大室まで飛んで
きたんですよ!!   
すごいですね!! 
 
届いたと連絡したら、 
とても喜ばれたそうです。 
 
ネットで拝見。 
とてものびのびした幼稚園
のようでした。 
 
 

          
 

岩波少年文庫『ふしぎな

オルガン』を読んだ人い

ますか?レアンダーとい

うドイツのお医者さんが

戦地から子どもへ送った 

少し、大きい人たちへ 

図書館で、みんなにどんな本を読んだら面白いかをア

ドバイスしてくれる人がいます。児童図書館員さん。

そんな人たちの集まりが出している月刊紙に私の読

んだ本の感想を書いています。2 か月に 1 度で、今年

の末には、100 冊になります。どんな本読んだか、

ちょっとみんなにもおすすめです。(文庫にあります) 

『ふくろ小路一番地』『思い出のマーニー』『浦上の旅

人たち』『農場に暮らして』(以上、岩波少年文庫から) 

『川の少年』(ティム・ボウラー作)『一年と一日』(ウ

ィリアム・メイン)『ハヤ号セイ川を行く』(フィリパ・

ピアス)『駆け抜けて、テッサ』(ペイトン)『トーマス・

ケンプの幽霊』(ペネロピ・ライヴリイ)『肩甲骨は翼

のなごり』(ディヴィッド・アーモンド)・・・次回へ

た 

 

お話がいっぱい入っていますが、何と!今月入った『黒

おばさん』の作者クララ・フェフナーは、レアンダー

の実のおばさんで、彼が幼い頃、たくさんのお話を聴

かせてあげたとか。何てうれしい発見でしょう! ときを

こえて、お話を聴く喜びはつながっていくのです。 

それぞれ、とても味わいのあるお話ばかり。読んでみ

てください。(さ・ら) 

 

  

第
第二富士幼稚園卒業式 

                 
2019.3.18 

フィクション 

『木曜日の子ども』（重松清著 角川書店 2019）

ID17839＊request 

『箱の中の天皇』（赤坂真理著  河出書房新社

2019）ID17840 

『山海記』（佐伯一麦著 講談社 2019）ID17841 

『魔眼の匣の殺人』（今村昌弘著  東京創元社

2019）ID17842 

『チンギス紀  ４遠雷』（北方謙三著  集英社

2019）ID17843＊request 

『鹿の王 水底の橋』（上橋菜穂子著  角川書店

2019）ID17856 
 

『四人の交差点』（トンミ・キンヌネン著 古市真

由美訳 新潮社 2016）ID17844 

『凍（いて）』（トーマス・ベルンハルト著 池田信

雄訳 河出書房新社 2019）ID17845 

『すべての、白いものたちの』（ハン・ガン著 斎

藤真理子訳 河出書房新社 2019）ID17846 

『82 年生まれ、キム・ジョン』（チョ・ナムジュ著 

斎藤真理子訳 筑摩書房 2018）ID17847 

『ペンギン・ブックスが選んだ日本の名短篇 29』

（ジェイ・ルービン編 村上春樹序文 新潮社

2019）ID17848 

 

エッセイ他 

『<女流>放談 昭和を生きた女性作家たち』（イルメ

ラ・日地谷=キルシュネライト編 岩波書店 2019）

ID17849 

『いつもそばには本があった。』（國分功一郎、互盛

央著 講談社 2019）ID17850 

『ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウ

コ』（ヤマザキマリ著 文藝春秋 2019）ID17851 

『子どもの心の育てかた』（佐々木正美著 河出書

房新社 2016）ID17852＊request 
 

『北欧式眠くならない数学の本』（クリスティン・

ダール著 スヴェン・ノードクヴィスト絵 枇谷玲

子訳 三省堂 2018）ID17853 
 

文 庫 

『ドナルド・キーン自伝 増補新版』（ドナルド・

キ ー ン 著  角 地 幸 男 訳  中 公 文 庫 2019 ）

ID17854    『江戸人の老い 2019』（氏家

幹人著 草思社文庫）ID17855 

 

いただきました!! 
『湖の記憶』（クリスティーナ・シュワルツ著 北

沢あかね訳 講談社文庫）ID17829 

『幻影』（ビル・プロンジーニ著 木村二郎訳 講

談社文庫）ID17830 

『石に刻まれた時間』（ロバート・ゴダール著 越

前敏弥訳 創元推理文庫）ID17831 

『たすけ鍼』（山本一力著 朝日新聞社）ID17832 

『フェルメール光の王、それでも国』（福岡伸一著 

木楽舎）ID17833 

『山の本屋の手帖』（小林静生著  鹿鳴荘）

ID17834 

『希望の国のエクソダス』（村上龍著 文藝春秋）

ID17835 

『季節のしっぽ』（武田花著 角川春樹事務所）

ID17836 

『活字狂想曲』（倉阪鬼一郎著  時事通信社）

ID17837 

『「ニューヨーカー」の時代』（常盤新平著 白水社）

ID17838 

 

徒然なるままに・・・ 

★映画を見たしと思えども、なぜかうまく時間が取れず、

その時が過ぎてしまうことの多いこの数年。それでも、先

日、東京小金井市の市民サークルが主催する映画会に。朝

10:00～終わったのが午後 9:10。テーマは、「ともに生

きる」。3.11 後の人々を３つの視点から捉えたドキュメ

ンタリー3 本（①被ばく牛と生きる②願いと揺らぎ③家族

の軌跡～3.11 の記憶から～）と、劇映画 1 本④（塚本晋

也監督「KOTOKO」）。休憩時間と各監督へのインタビュ

ーはあるもののとにかく疲れた。一日中映画に浸ったの

は、高 3 の時一人で五味川純平の「人間の条件」を東劇

で観て以来。 

①は絵本『希望の牧場』で少しはわかったつもりになって

いたはずなのに。②は、南三陸の波伝谷地区の復興に願い

をかけた祭りを通して人々の心の行き違いを、③は、東松

島の家族を失い震災後そこに残って生き続ける人々に聞

き取りのかたちで。３人の撮影者が長年にわたって、それ

らの村、部落、仮設住宅で人々の心に寄り添って私たちに

伝えようとする思いは、胸にせまった。 

④は、米兵らしき男から暴力を受けた少女がやがて精神に

異常をきたし、授かった息子を愛するあまり、その子を守

るには自分が殺すしかない、と決意。踏みとどまるのだが、

精神病院での長い暮らしとなる話。目をふさぎたくなるシ

ーン(自暴自棄になって、自分や自分を無償で愛してくれ

る小説家を痛めつける)もあったが、大きくなった少年が

屡々母を病院に訪ね、折り鶴（幼い日、母が折ってくれた）

ひとつ折って、最近の身近なニュースひとつ話してまた来

るね、と言って帰っていく姿が印象的だった。 

トラブルを起こして手元におけなくなって姉に預けた母

親が、故郷に幼い息子に会いに行って、別れるシーン：サ

ヨナラしてから、木陰から腕だけ出して手を振るのだが、

それを大きくなった少年が、母親が上の窓から自分を見て

いることを意識してやっぱり同じようにする、ああ、繋が

ってるんだなあと。母親は記憶の外にいるのだが。 

様々な場で、様々に頑張って明日に向かって共に生きるを

考える一日だった。正直疲れました・・・。  (さ・ら) 

  

 

２０１９年４月に入った大人の本 

文庫だより No.153-2 

🌼昔、『新平家物語』を心躍らせて読まれた方も多いと思います。その著者・吉川英治全集を 
K 氏より寄贈いただきました。読まれたい方はスタッフにお声をかけてください。古い名作の 
再読はその本の魅力とともに、自分の在りし昔を重ねて幾層倍も楽しめます!! 
 


