
 

      

私の耳は 貝の殻 
  海の響きを なつかしむ 
     ジャン・コクトー(堀口大学 訳) 

 

夏は来ぬ 相模の海の南風に 

  わが瞳燃ゆ わがこころ燃ゆ 

             吉井 勇 
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 2019・今後の開館スケジュール🌼  

 

◆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月は通常 17日（土）〜延長 20日（火） 
◆9月は通常 14日（土）と 15 日（日） 
◆10月は変則 13日(日)と 14日（月・祝日） 
◆11月は通常 16日（土）と 17 日（日） 
◆12月は変則 21日（土）と 22 日（日） 
★★★クリスマスお楽しみ会おはなし会★★★ 

★２２日１０：３０〜１２：００★ 
   
    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 

 

 

文庫あれこれ◆一面、どんよりと黒雲のかかったこの

時期の空を梅雨闇というのだそうです。いつ、梅雨は

開けるのでしょう。ここ数年、7 月の文庫あれこれに

は、集中豪雨のことが書かれています。被害に遭われ

た方々に言葉もありません。◆しかし、私としてはこ

の週末のお天気が心配です。２つの屋外でのおはなし

会を控えているので。◆これまで台風の心配が主だっ

たのですが。でも晴れ女の西村、何とか女力で雨さん

に海上遠くに移っていただきましょう。◆数日前の新

聞に掲載。最初に日本列島に辿り着いた人々はどうや

って黒潮を乗り切ったか、を再現する「3 万年前の航

海徹底再現プロジェクト」。実際 3 万年前の条件と丸

木舟で、台湾から与那国島まで 225 キロを 45 時間

こぎ続けて辿り着いたとか。流れの強い黒潮も利用で

き、航行可能と実証。歴史を、はるか祖先を感じます

ねえ。◆先日、練馬の民間団体・練馬文庫連 50 周年

記念の講演会があり、翻訳家のさくまゆみこさんの話

を聴きました。その日は、彼女は本職より、JBBY(日

本国際児童図書評議会)会長として、「本にできること」

を様々なテータ、統計を使って、如何に読書が有意義

で愉しみをもたらしてくれるかを話されました。◆少

し前、母校の女子高の同窓会だよりで、今年の大学入

学の各学部進学人数を見て驚いたばかりだった（文学

部行きが激減）ので、さくまさんの話に瞠目。◆文科

省は、学校教育から、文学を学ぶ時間を、大幅に削減

するつもりらしい。日本、日本人を理解する文学（こ

とばに秘めた心情表現など）なくして、外国語理解も、

科学を紐解く力も育つのか、と。お役人は馬鹿かと、

腹が立ちました。自分のことは棚に上げますが、若い

人の言葉遣いの間違いをよく感じています。こうして

日本語の美しさは消えてゆくのか、と大げさに考えて

しまいました。◆雨がそぼ降っています。今頃、東京

では、一つ年上のお仲間（子どもと本を結ぶ地域活動

をされていた）のお別れの会が行われています。いつ

もニコニコ華やかで、でも言うときはパシッと物言う

方でした。◆今回の直木賞候補は全員女性。取り立て

ていうこともない? いい本があったら教えてくださ

い。私は「クマのプーさん」Ａ．Ａ．ミルンの息子ク

リストファー・ロビンの本を読み始めました。◆あー

した（明後日も）、天気になあれ!  （７.12 西村） 

                

          

ここに消火栓があるよ!! 
街を歩いていると、こんなものも見つけます! 

 

2019年文庫の開館予定 

No.156 2019年 7月号 

 さ・え・ら書房(２０１９) 

この夏、高１の孫娘が文科省の海外ボランティアでタンザニ

アに行くので、アフリカに関心ありで手に取ったが、すごい

本。大人も読んでみてください。日本でも大きな問題のポリ

袋。誰が捨てたか風に吹かれて歩道に散らばっています。 

 

図書館を考える? ◇ちょっと、図書館について

考える日が続いています。◇当初、この文庫をつく

ろうと考えた発端は、家にある本を眠らせず子ども

に手渡したい、本を読むのはどんなに愉しいか伝え

たいとの気持ちでした。でも子どもはここにはあま

りいなかった。また誰かが連れてこなければならな

い場所だった。◇そこに降ってわいたように本を読

みたい大人がたくさんいた。で、大人向けにどんど

ん本を増やして、今は児童、一般ほぼ同数間もなく

計 1６000 冊(たくさん寄贈も受けましたが)。◇で、

図書館学を学んだ(と言える?)私はふと考える。会員

制で会費を払ってもらっているが、私はただの貸本

屋? ひと月に文庫のある時にだけ来て伊東市在住で

ないから、伊東市の図書館のことも詳しく知らない

し、物申す資格もないけど、ここに住んでいる人は

自分の住んでいる土地の図書館のこと、どう考えて

いるのだろう。こんなところに文庫なんか作ったこ

とで、図書館に行っていた人が減ったとしたら? 考

えてしまうのです。◇いつか、『生きるための図書

館』、『未来を作る図書館』、『子ども文庫の 100 年』

など(まだまだあります)図書館について書かれた本

を読み返し、また友人に聞いてみたいです。図書館

は無料図書貸出のみの場所ではありません。みなさ

んも住んでる地域の図書館に期待し、応援しましょ

う。◇そうそう、中島京子著『夢見る帝国図書館』

が出ました(勿論、フィクション!)。どんな物語でし

ょう。 (列挙した本は文庫にあります。) (さ・ら) 

 

 

お二人(田中咲穂さん、水野空奈さん)の 

感想を読んで 

No.436「子どもと読書」(親地連) 

―特集：ドリアン助川の作品世界― 

咲穂さん 

咲穂さんが読まれた本(『カラスのジョンソン』)を私

はまだ読んでいません。私もヒッチコックの「鳥」を見

て以来鳥類に恐怖を覚えました。それは今もです。 

私は鳥とチョウチョが駄目なんです。結婚式で着用す

る打掛に鳥（鶴）が、チョウチョがいるからと着られま

せんでした。この２つが付いていない打掛を探し、つい

に松葉の模様の怖くない打掛を着たものです。（ちなみ

にウサギもだめです。左手の小指をかまれ縫いました。

当時の勤務先の女の子は、赤ん坊の時右手の人差し指を

ウサギにかまれ欠損していました。） 

しかし、カラスはなぜか気になる鳥です。黒いからか

もしれません。あと嫌われる鳥だからかもしれません。

きれいな鳥の羽を集めて着飾って、挙句の果て、黒一色

の羽になったという昔話を読みました。とても悲しかっ

たのを覚えています。また神武天皇東征の折に険路の先

導になったという大烏(カラス)。そばで見ると、かなり

大きい鳥ですね。怖いです。 

２５年前の２月、クラスの子たちが私を呼びに来まし

た。「カラスがいっぱいだよ。並んでいるよ」と。 

校舎の北側の畑や田のところに５・６０羽ぐらいでし

た、きちんとならんでいました。確か棲み分けの儀式と

か。おごそかな光景でした。 

咲穂さんは嫌いだったカラスが少し、そうではなく思

えるようになったのですね。それは本を読んでのことも

あるでしょうが、あなた自身が一年間見るともなしに見

ていたことが大きかったのではないでしょうか。 

この嫌いとか苦手という自分の思いに向き合うと、自

分の中の闇の部分（触れたくない・触れられたくない部

分かなあ）を見つめることになるのかしら。オーバーか

なあ。この本を読めば、私も少し変われるかしら・・。 

空奈さん 

私がハンセン病（らい病）を知ったのは漫画でした。

小学生だったか中学生だったかも。『ガラスの城』（わた

なべまさこ作画）という漫画。今でもその場面の絵を覚

えています。顔の一部が崩れていました。 

そして、その次に北条民雄の『いのちの初夜』です。

北条自身がハンセン病となり隔離生活を余儀なくされ

ました。とても静かな作品だったように覚えています

が・・・。今ネットで検索したら、彼の本名は没後７７

年たって公開されたとありました。 

この本も私はまだ読んでいません。映画を見ました。

餡を丁寧に丁寧に作る場面が心に残っています。徳江さ

んを演じた樹木希林さんが亡くなられ、彼女の生き方が

今静かに人々の心に何かを投げかけているようです。 

生きるって何なのかしら。この世に生を受けた時から

もう死に向かっている。 

あなたは最後に「目の前にあることをしっかり見すえ、

本当の意味で生きなければならない。」と書いていまし

たね。今を生きる。今を精いっぱい生きる。ということ

でしょう。 

あなたはまだ中学生。あなたの人生はあとゆうに７０

年はあるでしょう。でも大事なのは「今だ！」というこ

とよね。あなたの行こうとする道が見えるような気がし

ました。 

 

今回も若い二人の文章に心惹かれました。沙羅の樹

文庫の子どもたちの文章を楽しみにしています。                                

篠崎ミツ子 
 

★篠崎さんはもと小学校の先生。でも先生らしくない格式張ら

ない愉快な人です。でも、やっぱり子どもには、考えようね姿

勢が見られますね、先生ありがとうございます。 

このお便りは、咲穂ちゃんと遠隔会員(でも、海の日に 5 歳か

ら語っています)の空奈ちゃんにと、いただいたのですが、文

庫だよりに載せさせていただきました。前回のモーパーゴ作品

の 3 人同様、みんな力のある子たちで文庫のおばさんは嬉し

いです。雑誌を別置します。みなさんも読んでみて!(さ・ら)  

 

伊・豆・高・原・便り(外伝) 
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絵 本 
『おにのサラリーマンじごくの盆やすみ』（富安陽

子文 大島妙子絵 福音館書店 2019）ID13047 

『字のないはがき』（向田 

邦子原作 角田光代文 

西加奈子絵 小学館 

2019）ID13048 

『おにいちゃんとぼく』 

（ローレンス・シメル文 

 光村教育図書 2019） 

ID13052 

『ポリぶくろ、１まい、すてた』（ミランダ・ポー

ル文 さ・え・ら書房 2019）ID13053 

『エジソン―ネズミの海底大冒険』（トーベン・ク

ールマン作 金原瑞人訳 ブロンズ新社 2019）

ID13049 

『ノロウェイの黒牛―イギリス・スコットランドの

むかしばなし』（なかがわちひろ文  BL 出版

2019）ID13054 
 

読み物 

『小さい白いにわとりほか』（まどみちおほか著 

光村図書出版）ID13050 

『ソロモンの白いキツネ』（ジャッキー・モリス作 

千葉茂樹訳 あすなろ書房 2018）ID13055 

『僕が神さまと過ごした日々』（アクセル・ハッケ

作 ミヒャエル・ゾーヴァ絵 那須田淳/木本栄共

訳 講談社 2019）ID13051 

 

ノンフィクション 

『グレートジャーニー探検記』（関野吉晴著 徳間

書店）ID13056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィクション 

『夢見る帝国図書館』（中島京子著 文藝春秋 2019）

ID17901 

『つみびと』（山田詠美著  中央公論新社 2019）

ID17902 

『あとは切手を、一枚貼るだけ』（小川洋子/堀江敏幸著 

中央公論新社 2019）ID17904 

『宝島』（真藤順丈著 講談社 2018）ID17903 

『ハロー・ワールド』（藤井太洋著 講談社 2018）

ID17920 
 

『刑罰』（フェルディナンド・フォン・シーラッハ著 酒

寄進一訳 東京創元社 2019）ID17905  request 

『湖』（ビアンカ・ベロヴァー著 安部賢一訳 河出書

房新社 2019）ID17906 

『三つ編み』（レティシア・コロンバニ著 齋藤可津子

訳 早川書房 2019）ID17907 
 

『夜更けに読みたい不思議なイギリスのおとぎ話』（フ

ローラ・アニー・スティール再話 吉澤康子/和爾桃子

編訳 平凡社 2019）ID17908  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019年 7月に入った子どもの本 

 

 

ごめんなさい!「シマフクロウ」の絵本のし

ょうかい、8 月にしますね! 

2019年 7月に入った大人の本 
絵本の棚から 

夏の絵本を、ちょっとだけひろってみました。 

ありとすいか(ポプラ社)ID4468 

アンモナイトの夏(新日本出版社)ID2947 

ウエズレ―の国(あすなろ書房)ID1187*外国の棚 

おっきょちゃんとかっぱ(福音館書店)ID1806 

すいか!(小峰書店)ID10641 

すいかのたね(福音館書店)ID4564 

たのしいなつ(あすなろ書房)ID3125*外国の棚 

トマトさん(福音館書店)ID10946 

なつのいちにち(偕成社)ID4260 

なつのかわ(福音館書店)ID12473  

なつのやくそく(文溪堂)ID2790 

なつのよる(偕成社)ID2295 

なつですよ(金の星社)ID1237 

なつはうみ(偕成社)ID1605 

わたしの好きな場所―なつの日納屋で(ポプラ社) 

ID1698 

★それでもずいぶん、ありますね。あなたも、さ

がしてみてください。 

 

 

文庫だより No.15６-2 

 

Requestありますか? 

161回直木賞候補作品 
『トリニティ』(窪美澄)・『平場の月』(朝倉か

すみ) ※在庫・『マジカルグランマ』(柚木麻子) 

※在庫・『落花』(澤田瞳子著)※8月在庫予定・『渦 

妹背山婦女庭訓魂結び』(大島真寿美)・『美しき

愚かものたちのタブロー』(原田マハ) 

 

161回芥川賞候補作品 
『むらさきのスカートの女』(今村夏子)・『カ

ム・ギャザー・ラウンド・ピープル』(高山羽根

子)・『百の夜は跳ねて』(古市憲寿)・『ラッコの

家』(古川真人)・『五つ数えれば三日月が』(李

琴峰) 

 

★すべての request にはお応えできませんが、数冊は入

れましょう。でも来月には決まっていますね。 

 

 

エッセイほか 

『用事のない旅（私の旅ブックス 06）』（森まゆみ著 産

業編集センター2019）ID17909 

『友情について』（佐藤優著 講談社 2019）ID17910  

※request 

『関野吉晴対談集―グレートジャーニー1993〜

2007』（関野吉晴著 東海教育研究所）ID17911 

『「身軽」の哲学(新潮選書)』（山折哲雄著 新潮社

2019）ID17912 

『日本の異国―在日外国人の知られざる日常』（宮崎裕

和著 晶文社 2019）ID17913 

『壱人両名―エゾ日本の知られざる二重身分( NHK ブ

ックス)』（尾脇秀和著  NHK 出版 2019）ID17914 

『陛下、今日は何を話しましょう』（アンドルー・ B・

アークリー著 すばる舎 2019）ID17915 

『レオナルド・ダ・ヴィンチ 上・下』（ウォルター・ア

イザックソン著  土方奈美訳  文藝春秋 2019）

ID17921〜ID17922 ※request 

『運命の絵』（中野京子著 文芸春秋 2019）ID17916 
 

文庫本 

『太陽の黄金の林檎』（レイ・ブラッドベリー著 ハヤ

カワ文庫 2019）ID17917 

『とっておきの話（ちくま文学の森 10）（安野光雅ほか

編 ちくま書房）ID17918 

『恐ろしい話（ちくま文学の森 6）』（安野光雅ほか編 

ちくま書房）ID17919 
 

新 書 

『未来をつくる図書館―ニューヨークからの報告』(菅

谷明子著 岩波書店 2003)ID17923 

『生きるための図書館― 一人ひとりのために』（竹内

【さとる】著 岩波書店 2019）ID17924 

 

図書館の新刊コーナーにポツンと置いてあった一

冊が目に留まりました。森で女の子とおすわりした

狐が向かい合っている表紙。最初は犬に見えました

が、本の袖で狐だとわかりました。同時に悲しい話

だとわかり、やめようかとも。とりあえず借りて帰

りました。 

 

『ホイッパーウィル川の伝説』 
            （キャシー・アッペルド& 

               アリスン・マギー作  

               吉井知代子訳 あすなろ 

                          書房 2016) ID12483 

 

             舞台はアメリカ北東 

                      部バーモント州。近 

くの森では野生動物 

も顔を出す？ 

主人公ジュールズは 

石ガール。花崗岩や 

大理石、11 歳にしてたくさんの種類の石のコ 

レクター。12 歳の姉シルヴィはすごく走るの 

が早い、そして彼女の願いはもっともっと早 

く走れるようになること。 

「奈落の淵」−パパ憲法では絶対近寄っては

いけない場所。でも姉妹と親友サムにとって

は願い石を投げ入れる場所、切なる願いが叶

うはずの場所。 
 

雪が降った朝、学校に行く前に姉妹は小さな 

雪だるまファミリーを作った(ふたりのママ 

は、幼い頃逝ってしまった)。姉はママの雪だ 

るまを「奈落の淵」の入り口に置きに行くと 

言って走り出した。スクールバスに間に合う 

ように、すごく、すごく早く走った。そして、 

それっきり、帰ってこなかった。― 
 

さて、シルヴィがいなくなった頃、森の中

で生まれたメスのキツネ・セナには不思議

な力があった。母キツネは産む時にこの子

は「ケネン」（不思議な魂を宿したもの）だ

と感じ取っていた。セナはジュールズのこ

とが気になって仕方がない。姉を喪失した

ジュールズ。セナは石の洞窟に彼女を連れ

て行かなくては、と思った 。 
 

一方、サムの兄エルクはアフガンの紛争地

から帰ってから人が変わってしまってい

た。エルクは親友のジークを紛争地での戦

いで失った。森を訪れるエルクを見守るピ

ューマもまた彼の「ケネン」だった。 
 

セナが石の洞窟にジュールズを連れて行き

姉シルヴィの本当の願いを伝えた時、ジュ

ールズはようやく心の安らぎを感じる事が

出来た。 

 

物語は、大切な人を失った主人公たちの感情を

まともに考えてしまうと、あまりにも切ない。現

実でもそうだろうと思う。 

魂とつながって、使命を果たすために生まれて

きた森の生物「ケネン」とのストーリーに、切な

い中でも納得させてくれるものを感じました。ス

ピリチュアルファンタジーも悪くない。大事な人

を失った時のことを怖がらずに想い出してみよ

うかな、と思いました。 

原書名は”Maybe a Fox”。 わたしは、日本書

名より、原書名のほうがピンときました。原書も

読んでみたいです。    Shino Yamamoto 
                                                                                         
 
５、6 年から中学生、そして大人の人に、読んでみてほ
しい１冊です。（さ・ら） 

 

朝日連載の「語る―人生のおくりもの」の関野吉晴さん
の本買っちゃいました。ID13056 と、17911です。 

 


