
 

都美術館のコートルード美術展に行ってきました。 

上は、ポスターに描かれたマネの「フォリー=ベルジェ
―ルのバー」。下はセザンヌの「カード遊びをする人々」。 
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 2019・今後の開館スケジュール🌼  

 
 

文庫あれこれ◆昨日午前文庫に来ました。伊豆の海は

高く激しく波立っていました。◆本日 10 月 12 日土

曜日、台風 19 号が直撃との情報で、みなさんお家で

待機、または高齢者は近くのコミセンに避難？◆初め

てスマホに緊急警告が流れました。1 回目は昨日夕、

高齢者は避難せよ。2 度目は今日午前、土砂災害（特

別）警戒指定地域の人に避難の呼びかけ。伊豆半島で

も停電地域が出ているとのこと。◆この地に家を持っ

て 60 年余になりますが、文庫を開設して毎月来るよ

うになってからも、せいぜい開館日を含む 4、5 日の

滞在で、ここに住んでいる感覚はあまりなかったので

す。◆伊東市の「土砂災害（特別）警戒指定地域」を

ネットで調べてみました。なんとなんとたくさんある

こと。幸い大室のこのあたりは入っていませんでした

が、山に囲まれ海へと下る地域ですもの、土砂崩れは

十分考えられますね。被害が少ないことを祈ります。

◆今月は忙しく、文庫だよりも東京では作業が進まず、

昨晩からようやく文庫あれこれと徒然を書けばよいと

ころまできましたが、ここで停電になったら・・・。

◆さて、先月東京に帰って間もなく、珍しく休暇をと

った長女に誘われて、上野の都美術館に行ってきまし

た。合成繊維で財をなしたサミュエル・コート―ルド

の作った美術館が改装工事のため稀有に貸し出された

という、印象派の作品をたくさん観ることができまし

た。絵画に造詣が深いわけでもないのですが、印象派

の絵をずらりと眺めて楽しかったです。もう約 1 か月

前のことで忘れちゃったのですが、多くの作品に図的

解説がなされていました。私は静物や風景画を求めて

行ったのですが、中で私は、カード遊びをしている労

働者を何度も何度も描いたセザンヌの絵が気になりま

した。◆帰りに、娘の希望で国際子ども図書館に寄り

ました。会議や講演会で何回も行っているのに、あま

り、各部屋を覗いたことがなく、子ども部屋ではテー

マ別の読み物、また調べる部屋では、さまざまな問い

に答えるべく、面白い本の配置がなされ、時の経つの

を忘れました。一日いても飽きないところです。東京

へ出られることがあったら、ぜひお訪ねください（お

子さん、お孫さんと）。◆帰りは歩いて、谷中あたりか

ら団子坂を下り根津に出ました。子規の話をしていた

ら、その日が子規忌と後で判明。◆昨夜、伊豆半島に

上陸した台風は去りました! 皆さんの被害は? ◆今日

13 日、空気が洗われて大島がくっきり。  （西村） 

 

 

◆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★ 

プレゼント交換します。参加する人は 

500円くらいのプレゼントを用意してきてね 
  
     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 
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10月の初めの日経歌壇・俳壇から・・・ 

山の上に山の重なる山国の 

山裾の畑埋めて蕎麦咲く 

 （取手 長瀬道子氏） 

七十歳ずぼら肩こり意地っぱり 

こんな私も金婚近し  

（八王子 坂本ひろ子氏） 

 🌼 ・・・🌼 ・・・🌼 ・・・🌼 ・・・🌼  

藻屑蟹 多き年なる 秋まつり 

                 （倉吉 尾崎槙雄氏） 

堂塔の 影の重なる 良夜かな 

（藤枝 山村昌宏氏）  

秋出水母家幾度守られし （佐賀 岸川八重氏） 

『我らが少女A』（高村薫著 毎日新聞 
  出版 2019年刊） 
  

 〜〜刑事・合田雄一郎もすでに５７歳！〜〜 
  

この小説が、合田雄一郎リーズだとは気が付かず、

最近の高村さんの難しい小説かと、気にもとめてい

なかったが、ある時、はっと気が付いて買い求めた。 

『マークスの山』(1993年刊)では33歳くらいの設定

だった合田雄一郎刑事は本作品では57歳になって

いた。『照柿』『冷血』などに続くシリーズものと

はいっても、独立した作品なので、新しい読者も違

和感なく入っていける。ただ、合田刑事を追い続け

る人間にとっては、彼の年齢の重ね方や親友の加納

との関係などなど、読む楽しみがたくさんある。 

  毎日新聞に2017年8月から2018年7月まで一年間

連載され、武蔵野の雰囲気のある挿絵や写真もたっ

ぷり挿入されている。それがまたオッという感じだ。

ブックデザイナーの故多田和博氏の提案で新聞連

載時は、毎日挿絵画家も変えるという贅沢さだった

らしい。 

作品の舞台は2005年と2017年の武蔵野。二つの時

代と二つの殺人事件が交差する。小金井市、三鷹市、

調布市、府中市に囲まれた武蔵野の森公園、野川公

園。そこを走る西武多摩川線や多磨霊園。 

 「早春のそこには、見渡す限り黒々と起こされた

黒墨土の畑地と、新芽にはまだ遠い灰白色の雑木林

と、人影のない戸建て住宅の混じり合う平坦な風景

が広がる」という文章で始まる小説世界は、東京に

もまだこんな風景があるのかとびっくりするほど、

長閑で美しく描かれている。 

 

発端は2017年。同居していた男に、あっけなく殺

された少女Aこと上田朱美。男の供述から、上田朱

美が実は12年前の2005年に殺された美術教師・栂野

節子の未解決事件の犯人ではないか、という疑いが

浮上する。2005年、捜査主任であった合田雄一郎は、

ついに犯人を特定できず事件はお宮入りし、忸怩た

る思いを抱えていた。再捜査は決まったが、合田は

もう捜査に関わることはできない。が、武蔵野公園

ちかくの警察大学の教員を務める関係で外野から

再び事件に向き合う。 

 しかし、この小説の本筋は殺人事件の解決ではな

い。2005年に15歳だった「少女A」をとりまく人間

関係のドラマ。一人の少女が友人や母親や周囲の人

間の心の中に蘇っていく姿は清々しく妖しく美し

い。同時に、警察の捜査とはここまで、一人の人間

を丸裸にしてしまうのか、と恐ろしくなる。周りの

人間も例外なく裸にされ、誰にも知られたくない心

の中の汚れた部分まで覗かれる。人間の生活とはな

んと重たくしんどいことの繰り返しなのかと考え

込んでしまう。結局、犯人は誰か、それはわからな

い。読む人が考えればよい。 

著者にとって思い入れのある武蔵野を舞台に「少

女A」をとりまく15歳の少年少女と、その両親たち

が静かに激しく泥臭く生きている世界を丁寧にゆ

ったりと描いていて小説を読んだという満足感を

味わうことができる。ただ、ドラクエなどのゲーム

の世界も詳しく描写されていてゲームを知らない

私は、それにはついていけなかった。15歳の少年少

女たちは食事をするように、当たり前にゲームをす
るらしい。 

 

  

    亜 子 

 

徒然なるままに・・・、 
★76 歳になりまして、それに先立ち、車の免許
更新のため認知度テストを 9 月末日に受けてき
ました。◆絵を見せられて少し時間をおいて記
述、というのがあり、２つだけどうしても思い出
せませんでしたが、あとは何とか、好成績?!で通
過。でも 11.1 の実地運転テストは絶対×。ほと
んど 30年以上運転していないのですから（前回
は試験場の縁に乗りあげたけどおまけしてもら
いました）。免許証返上のつもりが、夫さん曰く、
必要になることがあるかも、だそうで。 
★記念日を大事にする夫と、たまたまテレビで観
た「信濃のコロンボ」の奥さんの旅館?のモデル
に行ってみようと、誕生日 1泊。町のはずれ、山
の上にあり松本市を一望。割烹旅館の名に惹か
れ。お料理に舌鼓を打ち、翌朝は風の吹き抜ける
お庭を散策し、向こうの山に大きな虹が! 一路私
は集会のあるオリンピックセンターに。でも数か
月ぶりの旅、満喫。新宿へ向かうあずさの中から
富士が見えて。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★読書の秋! でも文庫の皆さんは、いつも読書の
日々! 10年以上前、本の仲間とパリに行って、図
書館にリラックスして本の読める場所があり、ま
た喫茶店もあって驚きましたが、今では日本で
も、大型書店にもそのような場所ありますね。そ
れが大型でなく個人で書架を並べ、好きなテーマ
の本を置く、そして、ゆっくりお酒やコーヒーを
飲めるそんな本屋さん、また、自分の古い家を提
供して、日がな一日自由に本をお読みください、
というような場所が広がりつつあるそうです。本
で溢れ足の踏み場もなくなったわが文庫、みなさ
ん、寛いでいただけているでしょうか。（さ・ら） 
 
 
 

  



 フィクション 

『三匹の子豚』（真梨幸子著 講談社 2019）ID17992 

『図書室』（岸政彦著 新潮社 2019）ID18017 

『某』（川上弘美著 幻冬舎 2019）ID180１8 

『罪と祈り』（貫井徳郎著  実業之日本社 2019）

ID180１9 

『戦国の教科書』（天野純希ほか６人著 講談社 201９）

ID18023 

 

『厳寒の町』（アーナデュル・インドリダソン著 柳沢

由実子訳 東京創元社 2019）ID17993 

『アウシュヴィッツのタトゥー係』（ヘザー・モリス著 

金原瑞人/笹山裕子訳 双葉社 2019）ID18020 

『マンハッタン・ビーチ』（ジェニファー・イーガン著  

中谷友紀子訳 早川書房 2019）ID1802１ 

『チェゲムのサンドロおじさん』（ファジリ・イスカン

デル著 浦雅春/安岡治子訳 国書刊行会 2002）

ID18022 

『すべての愛しい幽霊たち』（アリソン・マクラウド著 

高山祥子訳 東京創元社 2019）ID18025 

 

エッセイほか 

『ぱくりぱくられし』（木皿泉著 紀伊国屋書店 2019）

ID17994 

『女たちのテロル』（ブレディみかこ著  岩波書店

2019）ID17995 

『やがて満ちてくる光の』（梨木香歩著 新潮社 2019）

ID17996 

『夢見鳥』（中村吉右衛門著  日本経済新聞出版社

2019）ID17997 

『海峡に立つー泥と血の輪が半生』（許永中著 小学館

2019）ID18024 

『これが人間か』（プリーモ・レーヴィ著 竹山博英訳 

朝日新聞出版 2019） ID17999 

 

『古本屋散策』（小田光雄著 論創社 2019）ID17998 

『朝鮮学校を歩く 1100 キロ/156 万歩の旅』（長谷川

和男写真・文 朝鮮学校を歩く刊行委員会編 花伝社

2019）ID18000 

『人権の世界地図』（長島隆監訳 丸善出版 2019）

ID178008 

 

新 書 

『「他者」の起源』（トニ・モリスン著 荒このみ訳 集

英社新書） ID18006 

『日本への警告』（ジム・ロジャーズ著 小里博栄訳 講

談社α文庫 ）18007 

『上級国民/下級国民』（橘玲著 小学館新書 201９）

ID18011 

『地球生まれで旅育ちーヤマザキマリ流人生論』（ヤマ

ザキマリ著 海竜社 201９）ID18012 

 

文 庫 

『眠れないほどおもしろい万葉集』（板野博行

著 三笠書房王様文庫） ID18001 

『文豪たちの怪談ライブ』（東雅夫編著 ちく

ま文庫 2019）ID18002 

『あなたと原爆—オーウェル評論集』（ジョー

ジ・オーウェル著 秋元孝文訳 光文社古典新

訳文庫） ID18003 

『わが母なるロージー』（ピエール・ルメート

ル 著  橘 明 美 訳  文 春 文 庫 2019 ） 

ID18004 
『傷だらけのカミーユ』（ピエール・ルメート

ル 著  橘 明 美 訳  文 春 文 庫 2016 ） 

ID18005 

『カラスのジョンソン』（ドリアン助川著 ポ

プラ文庫 2018）ID18009 

『犯罪』（フェルディナント・フォン・シーラ

ッハ著 酒寄進一訳 創元社文庫 2015）

ID18010 

『インスマスの影—クトゥルー神話傑作選』

（ H・ P・ラヴクラフト作 南条竹則編訳 新

潮文庫 2019）ID18013 

『逆説の世界史—古代エジプトと中華帝国の

興廃』（井沢元彦著  小学館文庫 2019）

ID18014 

『方言の地図帳』（佐藤亮一編 講談社学術文

庫 2019）ID180１5 

『幽霊島—平井呈一怪談翻訳集成』（A.ブラッ

クウッドほか著 平井呈一訳 創元推理文庫

2019）ID18016 

『スマイルメイカー』（横関大著 講談社文庫

2,014）ID18027 

『チェインギャングは忘れない』（横関大著 

講談社文庫 2,014）ID18026 
 
 

2019年 10月に入った大人の本 

★次のページは、2013 年、伊東市と友好交流協定を

結んだ、アゼルバイジャン共和国・イスマイリ州に、

選ばれた学生さん 2 人と行ってきた文庫スタッフの

報告です。 

アゼルバイジャン、ご存知ですか? 旧ソ連の構成国。

アジアとヨーロッパにまたがるコーカサス山脈とカ

スピ海に囲まれている。緯度は北海道くらい。石油と

観光の国。みなさん、1 度地図をひらいてみてはいか

がでしょう! 

次ページの写真を提供してくれたのは静大３年の稲

垣茉里さん。(伊豆新聞に訪問記が載っていましたね。

9 月 26 日付)。ありがとうございます。彼女もかつて

沙羅の樹文庫の会員でした! みんな、元気に大きくな

って、積極的に活躍して、嬉しい限りですね。 

沙羅の樹文庫だより 159-2 

 
アゼルバイジャン滞在記 

            三枝 文香 
 この夏、この聞きなれない国へ2週間、伊東市が

友好都市を結んでいることから、伊東市出身の学生

2名の引率として一緒にホームステイをしてきまし

た。日本からの直行便はまだなく、羽田―カター

ル・ドーハと乗り換えて、アゼルバイジャン首都バ

クーまで１５時間以上かけて到着しました。首都バ

クーはカスピ海に面しており、石油で潤う都市。滞

在先になるイスマイリ地区にはそこからマイクロ

バスでさらに３時間ほどかけて着きました。言語は

アゼルバイジャン語ですが、トルコ語やロシア語も

通じ、私達は英語でコミュニケーションをとってい

ましたが、ホームステイ先での家族とは、日本から

持参した辞典（アゼルバイジャン語―日本語）が役

に立ちました。４家族に３泊くらいずつステイしま

した。イスマイリでは、道の真ん中を羊の群れが横

断していくのが日常の光景だったり、どの家庭でも

にわとりを飼っていて、毎朝にわとりの声で目覚め、

コーカサス山脈に見守られている中での生活でし

た。家族とアゼルバイジャンティーを交わし、笑い、

手作りの郷土料理でもてなされました。食文化は実

に充実していました。宗教上豚肉は一切食べません

でしたが、骨付き羊肉の炭火焼きや、ドルマという

ひき肉を味付けして小さく丸めたものを葉っぱで

巻いて蒸したもの、ガズマという炊き込みご飯のよ

うなもののおこげをこれは特別のものだ、とよそっ

てくれました。夏の定番料理はウチュパチュという

名前でスリーシスターズという意味の、トマト、茄

子、パプリカの肉詰めはどの家庭でもふるまわれま

した。ティータイムをとても大事にしていて、夕食

前にも甘いもの、しかもとびきり甘いものなどを食

すのには私達は閉口しましたが、それゆえ先ず覚え

た言葉は、ドユンザ！もうお腹いっぱい！でした。

必要なもの、絶対に伝えたいものから会話が生まれ

てゆき、学生たちが体験を通じて成長しているのを

みるのも日々驚きでした。 

 イスマイリを去る前の晩には、ティーパーティに

お世話になった家々から招かれ、次から次へと真夜

中までお茶会をはしごしたのは忘れられません。 

ぶどうのつたの下で家族と交わしたティー、長老

が語ってくれたアルメニアとの内戦の話、息子の英

訳に耳をかたむけ、アゼルバイジャン人の母国への

熱い想いを感じました。毎日、何時にどうするのか、

そういった概念がなく、日本からの学生たちは初め

は戸惑うばかりでしたが、一旦こころが打ち解ける

と、流れるように彼らのリズム、コーカサスのリズ

ムに身を任せていっていました。最後は二人とも日

本に帰りたくないと、またきっとここに、今度は自

分の力で来ると言っていて、前に進むエネルギーに

溢れていました！ 

イスマイリの家族のような人々、あの時、あの場

所で一緒に過ごした日々、もうここにはないけれど、

星の光の中には宿っている気がしてなりません。 

シルクロード途上にて： 
④上は古都を思わせる建物。 
ここで、ラクダのキャラバン
が休憩したという。 

伊・豆・高・原・便り（外伝） 

 

 

  

 

 
写真の説明：順に、①郷土料理に挑戦（粉をこねた丸い生地で、ハーブ（ミント、コリアンダーほか）を包んでフラ
イパンで焼く）②ホームステイ先の午餐（果物ふんだん!③高校で、民族舞踊の歓迎を受けた（前はロシア領だった） 

⑤右は樹齢 500 年の椛の木。 
このうろは、長い年月、郵便局 
になったり、床屋になったりし 
て使われ生きてきた。 



絵 本 

『うみへいったちいさなカニカニ』（クリス・ホートン

作 木坂涼訳  BL 出版 2019）ID13141 

『レナレナ』（ハリエット・ヴァン・レーク作 野坂悦

子訳 朔北社 2019）ID13145 版元から寄贈 

『うっかりおじさん』（エマ・ヴィルケ作 きただいえ

りこ訳 朔北社 2019）ID13１46 版元から寄贈 

『たたたん たたたん』（内田麟太郎作 西村繁男絵 童

心社 2019）ID13１48 

『しーっ ! -ひみつのさくせん』（クルス•ホートン作 

木坂涼訳  BL 出版 2019）ID13１49 

『なかよしの水—タンザニアのおはなし』（ジョン•キ

ラカ作 さくまゆみこ訳 西村書店 201９）ID13１

50 

『しあわせって、なに ?』（オスカー・ブルニフィエ文 

西宮かおり訳 カトリーヌ・ムリス絵 朝日出版社

2019）ID13１51 

 

よみもの 

『モン太くんのハロウィーン（モンスタータウンへよう

こそ）』（土屋富士雄作絵 徳間書店 2019）ID13１52 

『月白青船山』（朽木祥作 岩波書店 2019）ID13089 

★広瀬さん  

『月の光を飲んだ少女』（ケリー・バーンヒル作 佐藤

見果夢訳 評論社 2019）ID13142 

『魔女の子ども』（ケリー・バーンヒル作 佐藤見果夢

訳  評論社 2019）ID13144 

『願いごとの樹』（キャサリン・アップルゲイト作 尾

高薫訳 偕成社 2019）ID13１53 

『野生のロボット』（ピーター・ブラウン作 前沢明枝

訳 福音館書店 201）ID13１54 

 

 

参考図書 

『まなの本棚』（芦田愛菜著 小学館 2019）ID13072 

『ひとりでよめたよ!  幼年文学おすすめブックガイド

200』（大阪国際児童文学振興財団編 評論社 2019）

ID13１47 

 ★・・・・★・・・・★・・・・★・・・・★ 

科学絵本 

『ふしぎないきものツノゼミ』（丸山宗利、小松貴、知

久寿焼写真・文 あかね書房 2019）ID13１15 

『なつのもりのかぶとむし』（谷本雄治文 サトウマサ

ノリ絵 文溪堂 2019）ID13１18 

『プラスティック惑星・地球』（藤原幸一写真・文 ポ

プラ社 2019）ID13１17 

『奄美の森でカエルがないた』（松橋利光文・絵 アリ

ス館 201９）ID13１13 

『つながる』（長倉洋海作 アリス館 2019）ID13１

25 
 
絵 本 
『おはなをあげる』（ジョナルノ・ローソン作 シドニ

ー・スミス絵 ポプラ社 2016）ID13１32 

『ちいさな島のおおきな祭り』（浜田桂子作  訳 

2019）ID13１23 
 

読み物 

『セカイの空がみえるまち』（工藤純子作  講談社

2016）ID13097 

『幽霊少年シャン』（高橋うらら作  新日本出版社

2016）ID13096 

『12 歳で死んだあの子は』（西田俊也作 徳間書店

2019）ID13095 

 

『夏に泳ぐ緑のクジラ』（村上しいこ作 小学館 2019）

ID13094 

『ぼくたちの P(パラダイス )』（にしがきようこ作 小

学館 2018））ID13093 

『平和のバトン』（広島平和記念資料館協力 くもん出

版 2019）ID13092 

『ナチス占領下の悲劇 プラハの子ども像』（早乙女勝

元作 新日本出版社 2018）ID13091 

『竜之介先生走る !』（片野ゆか ポプラ社 2019）

ID13090 

『思いはいのり、言葉はつばさ』（まはら三桃作 アリ

ス館 2019）ID13088 

『ルイジンニョ少年』（かどのえいこ文  ポプラ社

2019）ID13087 

『シロクマが空からやってきた !』(マリア・ファラー作 

杉本詠美訳 あかね書房 2018)ID13105 

『アンバー・ブラウンとブランディ』（ポーラ・ダンジ

ガー作 若林千鶴訳 文研出版 201９）ID13104 

『たかが犬、なんて言わないで』（リブ・フローテ作 木

村由利子訳 文研出版 2018）ID13１03 

『とねりこ通り三丁目ねこのこふじさん』（山本和子作 

アリス館 2019）ID13１02 

『ぼくは気の小さいサメ次郎といいます』（岩佐めぐみ

作 偕成社 2019）ID13１01 

『あららのはたけ』（村中李衣作 偕成社 2019）ID13

１00 

『おれんち、動物病院』（山口理作 文研出版 2019）

ID13099 

『ジュリアが糸をつむいだ日』（リンダ・スー・パーク

作 ないとうふみこ訳 2019）ID13098 

『あみちゃんの魔法のことば 夢をかなえる15の物語』

（ふじもとみさと文 文研出版 2019）ID13１14 

広瀬おばさんからいただきました 2 

 

 

2019年 10月に入った子どもの本 
沙羅の樹文庫だより 159-3 

太智くんは、今、3年生。本もたくさん読みます ! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
★夜の交流会では、子どもの居場所、地域の活動、

おはなしの部屋、平和の部屋に分かれて参加者みん

なで考えました。 

★6 日午前は、子育てと絵本、読書ボランティア、

多様性と子どもたち、公共図書館・学校図書館、平

和の５つの分科会で盛んに意見の交換がなされま

した。 

この中で「多様性と子どもたち」に参加した S さ

んの話から：地方でも外国籍の子どもがふえてきた

状況があるので、参加してみた。話題提供者の勤務

校（横浜の小学校）はクラスで７０パーセントが外

国籍の子どもだという。気になったのは、4年まで

に母国語でしっかり勉強しておかないと、他国語を

学ぶのに差し障りが出る。また、子どもは、他国の

言葉にも環境にも慣れやすく、男女ともすぐに中身

も日本人化できるが、親は難しい。そして親(なか

なか他国語を憶えられない)との母国語でのコミュ

ニケーションがとれなくなり、思春期の悩みを親に

伝えられない。親のメンタルサポート必要。イマー

ジョン・プログラム（母国語での授業も同時に受け

る）などの対応要など。これに対し、 S さんは、

子どもは、本を読むことで、様々なことを想像でき、

他の人の体験ができ、自分の居場所を感得できるの

では、と意見を述べた。 

 

 

「ドリアン助川」さんの講演を聞いて 

 炎天下、５分歩くだけで汗がふき出る真夏

日でした。それでも作品「あん」を読み、TV

で映画も見ていたので、楽しみに出かけまし

た。お話の中味は、大学卒業後、「あん」に

たどりつくまでにしてきた仕事のいろいろ。

中高生の人生相談をしていた深夜放送は、人

気があったようですが、聞いたことはありま

せんでした。「叫ぶ詩人の会」は新聞か何か

で読んだ気がしますが、ロックに縁遠い私に

は関係もなく・・・。挫折もあり、ずっとハ

ンセン病のことを書きたいと思いつつも、３

年以上も手につかず、いろいろな苦労があっ

たことなど、「人生にはいろいろあるさ」と

言う部分では共感もありましたが、後半は

「あん」がヒットして、映画化され、海外で

も評価され、と言う自慢話ばかりになって、

私にはちょっと興ざめで終わりました。 

        （１９．１０．５ K.N.） 

 

西村が所属している親地連の５０周年記念・
全國交流集会がオリンピック青少年センター
で開催（１０.５〜６）され、沙羅の樹文庫のス
タッフ３人が参加してくれました。 

MOＡ美術館・伊東市児童作品展 2018 で、 

見事、奨励賞に輝いた渡辺太智くんと作品 

同時に、国立国会図書館国際子ども図書館か
らお借りした世界の絵本展も開催しました。 
日頃見られない、中近東、中南米、アフリカの絵本

が楽しかったです。 

 

 


