
 

涼をもとめて・・・ 

涼風の一塊として 男来る  飯田龍太 
 
瀧の上に 水現れて 落ちにけり 

後藤夜半 
 

日盛りに 蝶のふれ合ふ音すなり  
                 松瀬青々 
 
はるかまで旅してゐたり 昼寝覚め 
                 森 澄雄 
 
蟻の道 雲の峰よりつづきけん  

小林一茶  
                  

玖瑰
ハマナス

や 今も沖には未来あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019・今後の開館スケジュール🌼  

 

 

◆8月は通常 17日（土）〜延長 20日（火） 
◆9月は通常 14日（土）と 15 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 
 

ホームページ：saranokibunko.com 

 

 

 

中村草田男 

 

 雲海：Mt.富士頂上にて?（ネットから拝借） 

・・・・★・・・・★・・・・★・・・・★・・・・ 

 

 

文庫あれこれ◆皆さま、残暑お見舞い申し上げます。 

木曜にここへ来るまで、東京は暑かった!!です。台風

の影響か、やはり伊豆高原は涼しいのか、じっとして

いても汗!!状態から逃れることができました。と、思

ったら、何と今日の予報は最高気温 33 度。ギャアッ、

ですね。それでもカラっと晴れてくれたらうれしいで

のですが。◆みなさん、お盆休みはどう過ごされまし

たか。私は来る前にお墓参りをしてきました。私がお

守りするお墓は３つあるのですが、婚家先は富士霊園

で 1 日がかりになるので今回はごめんなさい。で、

東京近辺の小平と多磨霊園に。珍しく、お盆休みの長

女が車をだしてくれました。いつも墓参の後は、清々

しい思いがあるのですが、台風間近で時折ひどい雨に

たたられ、今回は走り墓参となりました。皆さんは、

おうちで仏様をちゃんとお迎えするのでしょうか。◆

スタッフの S さんが、伊東市の友好都市アゼルバイ

ジャンのイスマイリ州バクーに伊東市の大学生と高

校生の付き添いとして出かけています。また、私の高

1 の孫娘が 7 月下旬から 8 月初旬の 2 週間、アフリ

カのタンザニアに、医療ボランティアとして行ってき

ました。普段口が重い孫は人の先に立つ子でもないの

に、自ら、文科省の企画に応募、さまざまな課題をこ

なして出かけました。ボランティアは 1 チーム 10

人、イギリス人２、オランダ人２、ドイツ人２、ルク

センブルグ人１、そして日本人３で、孫は最年少。英

語も（勿論スワヒリ語×）ままならない中で、楽しく

仕事をし、友だちたくさん作り、元気で帰ってきまし

た。かわいい子には旅をさせよ、ですかね。この体験

が今後の彼女を豊かにしてくれるとよいのですが。◆

＜さが総文＞を今年はじめて新聞で知りました。彼ら

高校生の活躍を素晴らしいと思うと同時に、その経験

を生かせる日本であってほしい、と思いました。◆文

庫に本を入れるとき、新聞広報などで、名の通った作

家の新作ばかりに目が行きがちですが、心ある書店の

棚ぞろえ、また古書店の棚から面白いものを探したい

と思うのですが…。お気に入りの本が見つかりますよ

う。◆日がさしてきました。さあ、ウッドデッキをお

掃除して、お待ちしています。     （西村） 

 

 

 

清涼!!  行ってみたい!  高千穂峡 

No.156 2019年 8月号 

 
『刑罰』（フェルディナント・フォン・シー

ラッハ著 東京創元社 2019） 

 

――「物事は込み入っている」―― 

著者の略歴にドキッとします。1964 年ドイツ、ミ

ュンヘン生まれ。ナチ党全国青少年最高指導者バ

ルドゥール・フォン・シーラッハの孫。1994 年か

らベルリンで刑事事件弁護士として活躍。デビュ

ー作である『犯罪』が本国でクライスト賞、日本

で 2012年本屋大賞「翻訳小説部門」第 1位を受賞

しました。祖父がナチ党の指導者だったというこ

とは彼の生き方に大きな影響を与えているようで

す。 

この人の小説が日本で最初に紹介されたのは、沙

羅の樹文庫にも入っている『罪悪』ですが、最初

にドイツで発表したのは『犯罪』でした。『罪悪』

を読んだときは衝撃を受けた記憶があります。そ

ぎ落とした短い文章のなかに考えさせられること

が山ほど詰まっていて、いわゆる行間を読ませる

小説だなあと思いました。最初から著者のファン

になり、その後は出版されたものは読んできまし

た。 

『犯罪』には以下のような著者の序文があります。 

「私には参審裁判所で裁判長を勤めたおじがいま

した。 故殺や謀殺などの殺人事件を扱っていまし

た。おじは私たち子どもにもわかる事件の話をし

てくれました。でも、いつもこういってはじめた

ものです。『物事は込み入っていることが多い。罪

もそういうもののひとつだ』。 

 

 

おじのいうとおりでした。私たちはさまざまな物 

事をおいかけています。ところが物事の方が速す

ぎて、どうしても追いつけないものです。私の話

に出てくるのは、人殺しや麻薬密売人や銀行強盗

や娼婦です。それぞれにそれぞれがたどってきた

物語があります。しかしそれは私たちの物語と大

した違いはありません。私たちは生涯、薄氷の上

で踊っているのです。氷の下は冷たく、ひとたび

落ちれば、すぐに死んでしまいます。氷は多くの

人を持ちこたえられず、割れてしまいます。私が

関心を持っているのはその瞬間です。幸運に恵ま

れれば、なにも起こらないでしょう。幸運に恵ま

れさえすれば。」 

そのおじさんは、ある朝、森に入ると猟銃を口に

くわえて引き金を引きました。“もう充分だ”とい

う短い手紙を親友に残して。 

『罪悪』『犯罪』『刑罰』と、どの本も同じような

タイトルなので、ごちゃごちゃになりそうですが、

著者の書きたいことは表と裏、善と悪、真実とウ

ソ、罪と罰、その間には限りないグレーゾーンが

あり、人間はそのグレーゾーンのなかで生きてい

くということなのだと思います。刑事事件の弁護

士として忙しい著者が、これほどまでに時間を削

って書きたい物語とは、書かずには自分が狂って

しまう恐怖からくるのかな、と勝手に考えていま

す。 

紹介する本書には１２の短編が収められています。 

「参審員」は裁判で証人の抱える孤独に同情して

しまった参審員の話。「逆さ」は夫殺しの疑いをか

けられた妻を救う、酔いどれ弁護士の鮮やかな推

理。「青く晴れた日」は、誤って赤ん坊を死なせて

しまったという夫を信じて罪を肩代わりし、刑務

所に入った妻のこと。「リュディア」は人形のラブ

ドールにイタズラした隣人を半殺しにした男の話。

「隣人」は隣人の妻に恋をした男が、隣人を車の

バンパーでおし潰して殺してしまう話。「小男」は、

金もあるし洋服も仕事も立派だが、背が小さいた

めに女にもてない男がはまった麻薬取引の罠。「ダ

イバー」は、最初は幸せな結婚だったのに、次第

に不幸な夫婦生活に変化していき、黒いダイバー

スーツを身につけたまま、浴室で変死した男の話。

「湖畔邸」は、静かな湖畔をうるさく騒がしい場

所にしてしまった隣人にキレて、隣人の妻を殺す、

痣のある男。「友人」は幼馴染の裕福な友人が薬物

依存症を抱えながら、高級ホテルの部屋で朽ち果

てていく話。そのほかに「臭い魚」「奉仕活動（ス

ボートニク）」「テニス」が収録されていますが、

どれも読むとぎょっとして、気味が悪いのですが、

さびしくて、人間の哀しさを味わいました。「逆さ」

と「友人」が特に印象に残りました。 

 

 

      亜 子 

 

 

 



フィクション 

『むらさきのスカートの女』（今村夏子著 朝日新聞出

版 2019）ID17967 ※161 回芥川賞受賞 

『渦ー妹背山婦女庭訓 魂結び』（大島真寿美著 文藝春

秋 2019）ID17969  ※161 回直木賞受賞 

『いかれころ』（三国美千子著  新潮社 2019）

ID17941 

『いつかの岸辺に跳ねていく』（加納朋子著 幻冬舎

2019）ID17942 

『探偵はぼっちじゃない』（坪田侑也著  角川書店

2019）ID17943 

『彼女たちの場合は』（江國香織著 集英社 2019）

ID17944 

『落花』（澤田瞳子著 中央公論新社 2019）ID17945 

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』（ブ

レディみかこ著 新潮社 2019）ID17960 

『カザアナ』（森絵都著  朝日新聞出版 2019）

ID17961 

『さよならの儀式』（宮部みゆき著  河出書房新社

2019）ID17962 

『化物蝋燭』（木内昇著  朝日新聞出版 2019）

ID17963 

『希望の糸』（東野圭吾著 講談社 2019）ID17968 

 

『私たち異者は』（スティーヴン・ミルハウザー著 柴

田元幸訳 白水社 2019）ID17946 

『イタリアン・シューズ』（ヘニング・マンケル著 柳

沢由実子訳 東京創元社 2019）ID17947 

『三人の逞しい女』（マリー・ンディアイ著 小野正嗣

訳 早川書房 2019）ID17964 ※ゴンクール賞 

※request 

 

エッセイほか 

『蝦蟇の油』(黒澤明著 岩波書店)ID17925 

『黒澤明の羅生門−フィルムに籠めた告白と鎮魂』（ポー

ル・アンドラ著  北村匡平訳  新潮社 2019）

ID17949 

『雨の名前』（高橋順子著 小学館）ID17950 
 

『記憶の箱舟—または読書の変容』（鶴ヶ谷真一著 白

水社 2019）ID17951 

『書物の愉しみ—井波律子書評集』（井波律子著 岩波

書店 2019）ID17952 

『世界の書店を旅する』（ホルヘ・カリオン著 野中邦

子訳 白水社 2019） ID17965 

『若い読者のための『種の起源』』（チャールズ・ダーウ

ィン原作 レベッカ・ステフォフ編著 あすなろ書房

2019）ID17957 

 

『ぼそぼそ声のフェミニズム』（栗田隆子著 作品社

2019）ID179 

『ひとりで暮らす、ひとりを支える—フィンランド高齢

者ケアのエスノグラフィー』（高橋絵里香著 青土社

2019） ID179 

『ふるさとって呼んでもいいですか−—6 歳で「移民」

になった私の物語』（ナディ著 山口元一解説 大月書

店 2019）ID17966 

『ケルトの魂—鶴岡真弓対談集』（鶴岡真弓著 平凡社

2019）ID17948 
 

文 庫 

『津田梅子』（大庭みな子著  朝日文庫 2019）

ID17955 ※request 
 

 

寄 贈(単行本) 

『あの天才がなぜ転落—伝説の 12 人に学ぶ「失敗の本

質」』（玉手義朗著 日経 BP 社）ID17953 

『上方落語史観』（高島幸次著   140B 2018）

ID17954 

『老人ナビ』(菅野国春著 展望社 2017)ID17928 

『科学者はなぜ神を信じるのか—コペルニクスからホ

ーキングまで』(三田一郎著 講談社)ID17936 

『一流の老人』(山﨑武也著 幻冬舎)ID17937 

『ボーイズ スティル ミッシング』(ジョン・サール

ズ著 越前敏弥訳 角川書店)ID17931 

寄 贈(文庫本) 

『 ラ ス ト ラ イ ン 』 ( 堂 場 瞬 一 著  文 春 文 庫

2019)ID17926 『ラインストライン２ 割れた誇り』

(堂場瞬一著 文春文庫 2019)ID17927 

『霜の降りる前に 上・下』(ヘニング・マンケル著 柳

沢由実子訳 創元推理文庫) ID17929、ID17930 

『殺し屋ケラーの帰郷』(ローレンス・ブロック著 田

口俊樹訳 二見文庫)ID17932 

『地下道の少女』(アンデシュ・ルースルンド&べリエ・

ヘルストレム著  ヘレンハルメ美穂訳 早川書房) ID 

17934 

『空の幻像』(アン・クリーヴス著 玉木亨訳 創元推

理文庫)ID17933 

寄 贈(新書) 

『考えるとはどういうことか—0 歳から 100 歳までの

哲学入門』(梶谷真司著 幻冬舎新書)ID17935 

『医者の本音』(中山裕次郎著 ＳＢ新書)ID17938 

『人生の値打ち』(曽野綾子著 ポプラ新書)ID17939 

『１０年後破錠する人、幸福な人』 (萩原博子著 新潮

新書)ID17940 

2019年 8月に入った大人の本 沙羅の樹文庫だより No.157-2 

 

🌼  🌼  🌼  🌼  🌼  🌼  🌼  

で、夫は残念がりましたが。 

夏休みには、青春 18 切符で「小海線」に乗り

に出かけます。孫も一緒に行かれるといいけど、

孫たちの生活も忙しくて大変そう。 

       中西 景子（2019 年６月）                  
（八甲田〜奥入瀬への道）の写真 By  Mrs. Nakanishi 

 

伊・豆・高・原 外伝（大人版） 

〜会津若松・八甲田・奥入瀬への旅〜 
                  

大人の休日倶楽部の格安チケット（15000円）で

東北に出かけました。このチケットを使うのは 2

度目です。JR 東日本の特急、急行が 6 回まで乗り

放題、東海道新幹線は使えないのですが、今回伊

豆急が使えることになって、スーパービュー踊り

子に乗れるようになりました。伊豆高原で乗り降

りする私たちにはうれしい追加です。 

 東京から「やまびこ」で郡山に、そこから会津

若松へ。6月末だったのですがお天気に恵まれ、最

初の訪問地、会津若松は暑いくらいでした。興味

の対象は会津木綿と鶴ヶ城。木綿はお土産やさん

で端布を買いました。断捨離世代は新しいものは

いりません。袋物が得意なお友だちへのお土産だ

け。お城も私は歴史が得意でないのですが、さす

がに会津は、白虎隊の名や、2013年の「八重の桜」

などがあって、ちょっとだけ興味もありました。

でも、なにしろ暑くて暑くて。（あかべぇとハイカ

ラさんという）市内循環バスが 30分間隔で通って

いて、250円でお城へ。再建された天守閣の鯱の目

には、ダイアモンドが埋められているらしいので

すが、そんなものはわっかりませんでした。 

 帰ってから調べてみたら、司馬遼太郎の「街道

を行く」の中での会津藩の評価がすばらしいとあ

って、改めて読んでみたいと思いました。このシ

リーズは好きで何冊か読んでいたのですが。 

  郡山から「やまびこ」で盛岡へ。駅前のスーパ

ーで買った 500 円の山盛りのサクランボがおいし

かった！！ 

盛岡で泊まって、「はやぶさ」で八戸に。2 日目は

レンタカーを借りて、八甲田、奥入瀬へ。このレ 

 

 

 

ンタカーもチケットとセットで格安で。八甲田のロ

ープウェイは 2000 円もするけれど、上は別天地。

この時期なのにあちこちに残雪が。散在する池を巡

る遊歩道が整備されていて短いコースを、小さな男

の子を連れた親子連れと元気ねと声をかけながら

前後して歩きました。 

そこから奥入瀬渓谷に向かう道は緑の中、辺り一

面から降るような鳥の声、はるぜみの声。思わず無

口になりました。すばらしかった！！ここ伊豆高原

にいても鳥の声はいっぱい聞きますが、なんて言っ

たらいいのか・・・。新緑と小さな小鳥たちに囲ま

れた感じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

奥入瀬を歩いたのは 18才の夏以来 60年振り。その

時一緒に旅した 6人のうち 3人はあちらの国に。人

生あっという間ですねぇ。 

「乗り鉄」夫の計画では、八戸から久慈、釜石、

新花巻と海岸線を通って東京に戻るはずでしたが、

台風の予報が出ていて伊豆の雨が心配になり、予定

を変更して早めに戻ろうと決めて、八戸から「はや

ぶさ」で東京に直行、2 人とも初めての「スーパー

ビュー踊り子」で、明るいうちに伊豆高原に帰りま

した。結局台風の雨は心配するほどではなかったの

で、夫は残念がりましたが。 

 

 

徒然なるままに・・・。 

★私の図書選びは、偏りが多く、今回、読書案内(書
評集)を 2 冊も買ってしまって。中味がみなさんのお
気に召す品ぞろえだとよいのですが。また、『世界の
書店を旅する』はタイトルだけで惚れて。★黒澤明
を外国人が書いている本を入れたら、本人の自伝も
読みたくなって入れました。★孫たちの好きな番組
に NHK「ダーウィンが来た」がありますが、子ども
の本で、数年前に『ダーウィンと出会った夏』
（ID4756）というのがありまして、今月、続編『ダ
ーウィンと旅して』（ID13070）が出たので入れた
ら、『若い読者のための『種の起源』』（ID17957）
が目につき、これも入れました（仕訳は一般書に）。
両書とも、大人も子ども（中学生）も楽しめるはず
です。★今月は暑くて、用事を除いて外に出なかっ
たので、先に何冊か読ませていただきました。直木
賞の『渦』はわたし好みで面白かったです。文楽の
周辺と人間模様が。★9月に入れる本『我らが少女A』
（高村薫著）も読みかけですが、海外のサスペンス
とはまた一味ちがって面白い気がします。★北欧の
推理小説にはまっている私ですが、推理ものと一味
違ったヘニング・マンケル『イタリアン・シューズ』
（ID17947）は、ただ一人小さな島に住んでいる主
人公と、モーターボートで郵便物を運んでくるさえ
ない配達人との交流?だけで北欧の島の生活を味わ
え、そしてその後の物語の意外性で good。マ ンケ
ルは児童書作家（『少年のはるかな海』ID206 ほか）
だと思っていたのですが、推理作家で有名?!文庫に
は、今月いただいた文庫本（『霜の降りる前に 上
下』）等があります。★子どもの本も 1 冊。中南米か
らの避難移民とトランプの壁が話題になって久しい
ですが、先に出稼ぎに渡米した親兄弟を追って、密
入国する子どもたちを描いた『列車はこの闇をぬけ
て』（ID12756）にも考えさせられます。（さ・ら） 
 
 

 



絵 本 

『エンリケタ、えほんをつくる』（リニエルス作 宇

野和美訳 ほるぷ出版 2017） ID13064 

『へいわとせんそう』（たにかわしゅんたろうぶん  

Noritake え ブロンズ新社 2019） ID13058 

『へんてこたまご』（エミリー・グラヴェットさく 福

本友美子訳 フレーベル館 2016） ID13063 

『あしたはきっと』（デイヴ・エガース文 レイン・

スミス絵 青山南訳  BL 出版 2019）ID13059 

『ふたりはバレリーナ』（バーバラ・マクリントック

作 福本友美子訳 ほるぷ出版） ID13060 

『空の王さま』（ニコラ・デイビス文 ローラ・カー

リン絵  さくまゆみこ訳   BL 出版 2017）

ID13065 

『うみやまがっせん』（上沢健二原案 長谷川摂子文 

大島英太郎絵 福音館書店） ID13061 

『まどのそと』（佐野史郎作 岩崎書店 2019）ID 

13074 

『川のうた』(ラングストン・ヒューズ詩 E.B.ルイ

ス絵 さくまゆみこ訳 光村教育図書)ID13057 

『りゅうおうさまのたからもの』（イチンノロブ・ガ

ンバートル文 バーサンスレン・ボロルマー絵 津田

紀子訳 福音館書店 2016）ID13066 

『七人のシメオン—ロシアのむかしばなし』（田中友

子文 大畑いくの絵  BL出版 2018）ID13062 

 

読み物 

『どれがいちばんすき?』（ジェイムズ・スティーブ

ンソン作 千葉茂樹編訳 岩波書店 2017)ID13067 

『オオカミを森へ』（キャサリン・ランデル作 原田

勝訳 小峰書店 2017） ID13068 

『ダーウィンと旅して』（ジャクリーン・ケリー作 斎

藤倫子訳 ほるぷ出版 2016）ID13069 

『ペーパーボーイ』（ヴィンス・ウォーター作 原田

勝訳 岩波書店 2016） ID13070 

『マンザナの風にのせて』（ロイス・セババーン作 若

林千鶴訳 文研出版 2018）ID13075 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

７月に恒例の２つのおはなし会がありました！ 

◆海の日のおはなし会（１９．７．１４夕） 

★おはなし（昔話） 

詩・どきん（小６本岡聡介） 

七羽のカラス（中３本岡あかり） 

行けざんざんの梨（中１水野空奈） 

かっぱの手紙（高桑弥須子） 

うそくらべ（早乙女由美子） 

ベッツィ・ストーグの赤ちゃん（西村敦子） 

★★音楽と歌 

Someday else/カントリーロード/オー・シャンゼリゼ

/海（Akino アコースティック・ファミリーバンド） 

★★★おはなし（創作） 

一番いい役（吉田美佐子） 

イブと小さいクリスティーヌ（澤口杜志） 

はんてんをなくしたヒョウ（野崎眞由美） 

力婦伝（佐藤凉子） 

◆第１４回沙羅の樹文庫開館記念子どものためのお

はなし会（１９．７．１５午前） 

すいえいたいかい/わらべうた（澤口杜志） 

ポテトチップスができるまで（佐藤凉子） 

ろくろっ首（早乙女由美子） 

紙芝居：きつねのなきいろ/そばやの客（高桑弥須子） 

ひなどりとネコ/組木:さんびきのやぎの 

がらがらどん（野崎眞由美） 

狼おじさん（吉田美佐子） 

伊豆高原でのおはなし会は、いつ降るとも知れぬ雨模

様の日で、今年は樹齢 150年の木の下では絶対無理と

思いましたが、時々ポツリポツリはあったものの、つ

つがなく全プログラムを終えることができました。 

また、翌日の文庫でのおはなし会は土砂降りにもかか

わらず、たくさんの親子連れが来てくれて、文庫は大

盛況、みんなで楽しんでくれました。   （さ・ら） 

 2019年 8月に入った子どもの本 

 

 

出演者とスタッフ 

 

沙羅の樹文庫だより No.157-3 

 

伊・豆・高・原 外伝（子ども版） 

 ぼくたちが Austin(オースティン)に来て、1 年が

たちました。 Austin は Texas 州の 州都で 

Downtown を歩いていると、バンドの音楽がよく聞

こえてきます。Austin には、 train と Amtrak(１

日１本ぐらい)しか走っていないので、どこかに行き

たいならやっぱり車はあった方がいいです。 Metro 

Bus というバスが走っているけれど、東京みたいに

路線も本数も多くないです。それでもぼくは Metro 

Bus が大すきです ( Love !)。毎日地図を見ているの

で、 route は全部おぼえています。家のちかくでは、

しかやリスにも会えます。車で町の外に出たら、牛や、

もしかしたら longhorn（アメリカ西部地域に棲息

する、横に伸びた長大な角を持った牛のこと）も見れ

ます。ところで、longhorn は、Texas 州の symbol

です!!   

 アメリカの本でおもしろいと思う本は、 Mary  

Pope  Osborn(メアリー・ポープ・オズボーン)作

の Magic Tree House シリーズです。 Jack とい

う 10 才の男の子が、7 才の妹 Annie といっしょに

未来やかこや、世界中のいろいろな場所に Morgan

（Magic Tree House の owner）を助けるために

ぼうけんに行く話です。この本は英語もむずかしくな

いし、一さつが短いので、ぼくにも読みやすいです。

それと、 fiction だけど、ぼくの知らない時代や場所

のことも知れるのでおもしろいです。 

 学校には、毎朝 School Bus で通っていました。

7 時半ごろ着くと、まず Math GPS や Daily 

Geography で自習します。それから  Calender 

time で前の日にあった good news と bad news

を発表したり、『365 Days of Wonder』という本 

 

に出てくる毎日のことばについて、みんなで考えたり

します。１時間目は Math(算数)で、その後は休み時

間です。おなかがすいたら、 snack を食べることも

できます。２時間目は English(英語：日本で言えば国

語)、３時間目は教室を移動して、 Gym か Art か

Musicの授業を受けます。3 時間目以外、時間割は

いつも同じです。だから、時間割表もないし、教科

書も毎日学校におきっぱなしです。そして、また教

室にもどってきたら、音読の時間で、毎日４〜８人

がみんなの前で音読します。本はえらべるので、ぼ

くはよく Magic Tree House の本を読みました。 

 お昼は、cafeteria でおべん当かランチセットを

買って食べます。ぼくがおどろいたことは、時間に

なると、みんな食べきれなかったごはんをゴミ箱に

全部すててしまうことです!! ゴミ箱は、いつもすぐ

いっぱいになります。アメリカではすぐに物をすて

てしまうので、もったいないと思います。Lunch

の後は、また 25分くらいの読書時間です。何か一

さつ読み終わったら、 AR test という 5 問〜10

問の computerの testを受けます。学校は 2時半

まで、だいたい毎日こんな感じです。 

 学校ではその他にも  Halloween のお祭り、 

Thanksgiving のパン作り、 Dance Party など 

Special Eventがたくさんありました。 

 その中で、ぼくの一番の思い出は、１月の 

Science Fair にさん加したことです。計画通りに

実験したり、 note にまとめるのはたいへんだった

けれど、当日は、しんさ員の前でちゃんと自分の考

えを話すことができてよかったです。そして、2年

生の２nd placeを取ることができました!! 

  学校以外のことでは、野球を続けられたことがよ

かったです。Northwest little leagueに入って、 

秋は、Piratesという team で２ヶ月、春は Miami  

             

 

 

Haricane という teamで３ヶ月練習しました。

そして最後に１ヶ月 Dirtbag という team で

Austin の他の league とトーナメント戦で戦い

ました。ぼくの team の pitcher はすごくうまか

ったし、みんながんばったけれど、2 回負けてし

まったので、決勝まではいけませんでした。 

 たった 1 年しかいれなかったけれど、Austin

での生活は本当に楽しかったです。かならずまた

もどってきます。 From 西村泰人（ひろと） 
 
★私への手紙を、孫のひろ君が文庫だよりにのせてい
いと言ってくれたのでのせました。（原文まま）みんなの
学校や生活と少しちがうところがあるかな? ひろ君は
おとうさんの仕事の関係で、アメリカの前は台湾に住ん
でいました。この２学期から日本の小学校 3 年になり
ます。青い（）の部分だけ私が追加しました。 
下の写真は、Amtrak、longhorn、英語版マジックツリ
ーハウスの表紙 
それから、この中に出てくる本「マジック・ツリー・ハウ
ス」シリーズの日本版１巻を入れました。みんながおも
しろいと言ったら、続きも入れましょう。 

 

  


