
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の開館スケジュール🌼 

 

 りんご    山村暮鳥 

両手をどんなに 

大きく大きくひろげても 

かかえきれないこの気持ち 

林檎が一つ 

日当たりにころがっている 

赤い林檎 

林檎をしみじみみていると 

だんだん自分も林檎になる 
 
 

ぽんかん      新川和江 

神さまが ぽかん と口をあけて 

うつらうつら いねむりを してるあいだに            

あまーく みのった みかんです 

 

◆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★ 
  

どんなたのしみがまっているかな!! 
❤プレゼントこうかんもたのしみだね❤ 

  
         2020 年 
◆１月は通常 18日（土）と 19日（日） 

◆2 月は通常 15日（土）と 16日（日） 

◆3 月は変則 21日（土）と 22日（日）４週 

◆4 月は通常 18日（土）と 19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 

 

 

文庫あれこれ◆雪を冠った富士山が白い雲を従え
て青空にくっきり。伊豆の海も穏やかで、旅気分
上々だったのですが、町田・小田原経由で来たら
東海道線が遅れた関係で、予定より 1 時間遅れで
着きました。スタッフの方々が、クリスマス会の
準備をしてくれていて感謝感謝です。◆若い時と
違って、することなすことに時間がかかります。
困ったもんだと来たもんだ!です。このあれこれに
も、書こうと思ってせっかく切り抜いた新聞記事
なども忘れる始末。◆5 月の若葉のころのおはな
し会に来て、みんなを楽しませてくれた全日本語
りネットワークのみなさんから山形のりんごを送
っていただいてそれがとても美味かつ汁気たっぷ
りで、one bite の感触が嬉しくりんごの詩なんか
選んじゃいました（お裾分けなしでごめんなさ
い）。ぽんかんはもう少し先でしょうが、この詩も
好きです。今年はみかんも当たり年? あまくてか
つ懐かしい匂いのものに出会っています。◆クリ
スチャンでもないのに、この時期は幾分気持ちが
厳かになります。昨日、「クリスマスのりんご」と
いう老時計作りが奇跡を起こすおはなしを語った
ことも一因してるかな。古くはりんごをツリーに
飾ったそうです。◆クリスマスの絵本、お話、お
話集別置しておきます。おかあさんおとうさん、
読んであげてください。親子で心が癒されます。
◆自分の身辺の煩わしさでいっぱいで、天皇、元
号のかわったこの1年を振り返る余裕はありませ
んが、自然被害(これも人間が生み出している?)、
アフガンで亡くなった中村哲さん、いじめや親の
暴力で命を落とした子どもたち、辛いことたくさ
んでした。◆身近で嬉しいニュースは、森林浴さ
んが少しお元気になられたようで、新しい年には、
また少しずつでも寄稿していただける? そんな
お気持ちになっていただければと思います。富士
登頂記の立田さんご夫妻、よい経験をなさいまし
た。◆次から次と、様々な観たい映画が。年末ま
でに１つは観たい!◆ともあれ、2019 年最後の文
庫、たのしいクリスマス会を開きます。大人の方
も参加あれ!! ◆2020 年、やるからには実りある
オリンピックを願いたいですね。◆来年も文庫を
楽しんでいただけますよう。恙なく新年を迎えら
れますよう、本年も有難うございました。（西村） 
         （西村） 
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『三つ編み』（レティシア・コロンバニ著 早
川書房 2019 年） 

—黒髪がキーワード— 

タイトルの「三つ編み」は印象的。三つの大陸

の三人の女性の物語が交互に語られる。一人目

はインド人のスミタ。最下層身分の不可触民。

一日中、上級カーストの糞便を素手で集める仕

事しか与えられない廃品回収の女性。美しく頭

脳明晰にもかかわらず、この身分から抜け出せ

ないために読むことも書くこともできない。母

から娘に延々と引き継がれていく糞便回収の仕

事から何とか自分の六歳の娘・ラリータを救い

たいと村から娘を連れて命がけで大都市へと逃

れていく。 

二人目はイタリア、シチリアの娘・ジュリア。

２０歳。やはり代々引き継がれてきた家業であ

る毛髪加工会社が倒産の危機に陥っている。父

は交通事故で倒れて意識不明の重体。自分が家

業を引き継ぐ決意をするが、あと１か月しか会

社は持たない。イタリアのマッチョな男性とは

一味違うインドのシク教徒の思慮深い男性と秘

密の恋をしているが、彼の信じられないアイデ

ィアで倒産の危機から会社を救う。起死回生の

再建劇がスリル満点。 

三人目はカナダの女性弁護士・サラ。４０歳。

ガラスの天井を突き破りバリバリのエリート弁

護士として活躍するが、残念なことに乳癌にか

かる。抗がん剤の影響で髪は抜けるし、副作用

に苦しむ。アソシエイトの地位からは引きず 

 

り降ろされる。男も女も職場中が敵にまわり、

彼女はやめざるを得ないのだが、独立して仕事

をすることに決めて危機を乗り越える。 

どの物語も、続きが早く読みたくて、途中から

三つの物語を交互に読んでいくことができなか

った。一人一人の物語をダダダーと読み進めて

しまった。あまりに面白くて切実で悲しくて。

スミタの運命はどうなるのか、ジュリアの会社

は救えるのか、サラの仕事人生はどうなってし

まうのか。だが、どの女性も逆境に負けない力

強さと知性とがある。特に、インドのスミタの

話は、この小説のタイトルの象徴である長い黒

髪を、信じるヴィシュヌ神にささげるひたむき

な信仰心に胸を打たれる。乳癌に侵されたサラ

が、サロンでカツラを試着する場面もジーンと

くる。サロンの人のプロの仕事ぶりとカツラに

対するサラの心境の変化は読みごたえがある。

インド人の黒髪は美しいというのは聞いていた

が、このように世界中で利用されているのか、

と初めて知る。一見ばらばらに見えた三人の女

性の物語は最後で見事に深く結びつき、三つ編

みのように完成する。 
 

原作者のフランス人、レティシア・コロンバニは映

画監督であり作家でもあり女優。１９７６年生まれ。

美しく理知的。本書を読んで、この人の才能は底知

れないと感じた。フェミニストであろうがなかろう

が関係ない。女性なら読んでみて、とお勧めしたい。 

     亜 子 

 

伊・豆・高・原・だより 

富士山頂でハイタッチ その２ 

                       立田征哉・妙子 

◆富士山に登る前に考えていたことは、日本一の

いただきに立ったとき自分はどんなことを感じる

だろうか、そのことを知りたいと・・・。眼下に

は、思ったより近くに山中湖の青い色や、小さく

街並みも見ることができて、ちょっぴり自分たち

のことを誇らしくも思いました。雲海の上のご来

光を見たとき、何か新しい自分を発見したそんな

気持ちでした。◆お鉢めぐりはパスしましたが、

７０歳以上の高齢者には山頂の奥宮本宮で登頂祝

いの盃をいただくことができました。この盃は素

焼きで出来ていて、その後に噴火口に投げ入れる

ことになっていましたので、加工まで歩いて写真

を撮り、力いっぱい投げ入れました。◆そして、

私たちの最初にして最後の富士登山で、忘れられ

ない出来事がありました。下山を初めて間もなく、

カミさんの靴が壊れそうになって（ソールが靴底

から剥がれてしまった）、困ってどうしようかと思

案していたとき、ちょうど、すぐ近くにいた３人

組の若者の 1 人が、すぐにザックの中から補修用

の強力なガムテープを出してくれたのです。すぐ

に修理をして返そうとすると、ノー、ノー、テー

プは下山するまで持って行くようにと言って、彼

はあっと言う間に降って行ってしまいました。バ

スに乗る時間が気になっているようでしたが、お

陰で何とか長い砂走りも降りてくることができた

のです。◆下山は、疲れて足の踏ん張りが聞かな

くなったカミさんのペースでした。おまけにもう

片方のソールも剥がれてしまったのです。彼らが

貸してくれたガムテープがなかったら、とても無

事に下山出来なかったと思います。  

 (161-2へ続く) 

 



フィクション 

『蝦夷太平記 十三の海鳴り』（安部龍太郎著 集

英社 2019）ID18055 

『祝祭と予感』（恩田陸著  幻冬舎 2019）

ID18056 

『罪の轍』（奥田英朗著 新潮社 2019）ID18057 

『小箱』（小川洋子著 朝日新聞出版 2019）

ID18070 

『マリアさま』（いしいしんじ著  リトルモア

2019）ID 18071 

『新蔵唐行き』（志水辰夫著 D 18070 双葉社

2019）ID 18072 
 

『わたしのいるところ』（ジュンパ・ラヒリ著 中

嶋浩郎訳 新潮社） ID18058 

『鏡のなかの鏡』（ミヒャエル・エンデ著 岩波書

店 2019）ID 18073 

『名もなき人たちのテーブル』（マイケル・オンダ

ーチェ著  田栗美奈子訳  作品社 2013） ID 

18074 

『戦火の淡き光』（マイケル・オンダーチェ著 田

栗美奈子訳 作品社 2019）ID 18075 

『マイ・ストーリー』（ミシェル・オバマ著 長尾

莉沙/柴田さとみ訳 集英社 2019）ID 18076 
 

『夢ひらく彼方へ−ファンタジーの周辺 上』（渡辺

京二著 亜紀書房 2019） ID18059 

『夢ひらく彼方へ−ファンタジーの周辺 下』（渡辺

京二著 亜紀書房 2019） ID18060 

 

『つけびの村−噂が５人を殺したのか ?』（高橋ユ

キ著 晶文社 2019）ID18061 

『線量計と奥の細道』（ドリアン助川著 幻戯書房

2018） ID18063 

『聞け! 風が 』（アン・モロー・リンドバーグ著 中

村妙子訳 みすず書房 2004） ID18064 
 

新 書  

『闘う文豪とナチス・ドイツートーマス・マンの亡

命記』（池内紀著 中公新書 2017）ID18054 

『お金の流れで読む日本と世界の未来』（ジム・ロ

ジャーズ著 大野和基訳  PHP 新書 2019） 

ID18065 

 

文 庫 

『婆娑羅太平記 道誉と正成』（安部龍太郎著 集

英社文庫 2019） ID 18067 

『士道太平記 義貞の旗』（安部龍太郎著 集英社

文庫 2019） ID 18068 

『武家用心集』（乙川優三郎著  集英社文庫）

ID18052 *評者より寄贈 

『悪寒』（伊岡瞬著 集英社文庫 2019）ID18053 

『メインテーマは殺人』（アンソニー・ホロヴィッ

ツ著  山田蘭訳  創元推理文庫 2019 ） 

ID18048 

『旅をする木』（星野道夫著 文春文庫 45 刷）ID 

18069 

『北村薫のうた合わせ百人一首』（北村薫著 新潮

文庫 2019）ID18050 

『きみの言い訳は最高の芸術』（最果タヒ著 河出

文庫 2019）ID18051 
 
★今回、安部龍太郎の・・・太平記を3冊入れちゃいました。
時代小説好きさん、読んでみて!! 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年 12月に入った大人の本 
伊・豆・高・原・だより 

       富士山頂でハイタッチ ２の続 

◆この砂走りは若い人たちは、飛んで降りてき

ますので、早い人は２〜３時間ですが、すっか

り体力を無くしたカミさんを助けながらの下山

で、私たちは７時間以上もかかってしまいまし

た。私たちを助けてくれた彼らは、私の拙い英

語の会話で少しわかったのですが、アメリカか

ら来て富士山に登ったらしく、かなり登山の経

験があるようでした。伊豆のこと、熱海や地名

も知っていました。言葉は通じなくとも、心は

通じ合うことが出来るものだと、本当にしみじ

み嬉しくなりました。それにしても、爽やかな

印象の若者たちで、私たちは一生忘れることは

ないでしょう!!   カミさんは、最後には精魂尽

き果てましたが、よく頑張りました。今、私も

見直しているところです。 

◆登山中はそう寒さを感じませんでしたが、《も

ちろん防寒対策は十分にして上りましたので》、

富士山の山頂は夏でも真冬の状態ですので、晴

れた日の日中でも８～11℃くらい。朝の気温で

1～３℃。ときにはマイナスになることも。富士

山は３７７６m の日本で一番高い山ですので、

空気が薄く気圧も低いので、登山中に高山病に

なる人がかなりいるようです。幸い私たちはう

まく順応できましたが、八合目あたりで頭痛、

はきけなど発生して下山する人や、３回挑戦し

ても登れない人もいるとのことです。 

◆富士山に登って本当に良かった! これが私た

ちの感想です。富士山は素晴らしい山でした。

でも険しい山でした。一人１０００円の入山料

は安すぎると思います。（次号、愈々最終章） 

 

 

絵 本（新刊と、古くていい本） 

『まいにちたのしい』（ KAKATO ぶん オオク

ボリュウえ ブロンズ新社 2019）ID 13185 

『おかしになりたいピーマン』（岩神愛作・絵 岩

崎書店 2018）ID 13186 

『おもちゃになりたいにんじん』（岩神愛作・絵 岩

崎書店 2019）ID 13187 

『わたしのちいさないもうと』（みうらとも文・絵 

岩波書店 2019）ID 13188 

『サン・サン・サンタ ひみつきち』（かこさとし

著 白泉社 2019）ID 13195 

『ヒキガエルがいく』（パク  ジォンチェ作 申明

浩、広松由希子訳 岩波書店 2019）ID13175 

『チェクポ−おばあちゃんがくれたたいせつなつつ

み』（ イ・チュニぶん キム•ドンソンえ おおた

けきよみやく 福音館書店 2019）ID13176 

『ロージーのひよこはどこ ?』（パット・ハッチン

スさく  こみやゆうやく  好学社 2019）

ID13177 

『クリムのしろいキャンバス』（イ ヒョンジュさく 

かみやにじやく 福音館書店 2019 ）ID13178 

『かなしみがやってきたらきみは』（エヴァ・イー

ランド作 いとうひろみ訳 ほるぷ出版 2019）

ID13179 

『いまのわたしにできること』（リサ・パップ作 菊

田まりこ訳  WAVE出版 2019）ID13180 

『おおかみのおなかのなかで』（マック・バーネッ

ト文 ジョン・クラッセン絵 なかがわちひろ訳 

徳間書店 2018） ID13181 

『エルマーとブルーベリーパイ』（ジェーン・セア

ーさく シーモア・フレイシュマンえ おびかゆ

うこやく ほるぷ出版 2017） ID13155 

『どうぶつたちがねむるとき』（イジー・ドヴォジ

ャーク作 マリエ・シュトウンプフォヴァー絵 

木村有子訳 偕成社 2017） ID13156 

『空からのぞいた桃太郎』（影山徹著 岩崎書店

2017） ID13183 

 

読み物ほか（新刊と、古くていい本） 

『オオカミが来た朝』（ジュディス・クラーク著 

ふなとよし子訳 福音館書店 2019）ID 13192 
 

『バビロンまでなんマイル』（ポーラ・フォックス

作 掛川恭子訳 富山房）ID 13193 

『どれい船にのって』（ポーラ・フォックス作 ホ

ゥゴー政子訳 福武書店） ID 13194 
            

『世界むかし話 ７ メドヴィの居酒屋』（矢川澄

子訳  ホルスト・レムケ絵  ほるぷ出版） 

ID13182  *昔話 

 

『遥かな国から−秋の日に冬の日に（親子で語り合

う詩集２）』（鈴木桂子詩 大森裕子絵 クロスロ

ード） ID13184  *絵詩集 

2019年 12月に入った子どもの本 「ポロコリ ペリコル ピリカラ ホイ！」 

 -ひみつのカレーライスを読んで                        
        稲取小学校 4年 稲岡宥映 
 

  わたしが好きな絵本は「ひみつのカレーライス」 

です。ある日家族でカレーを食べていたら、口の中

に変なものが残って、それはカレーの種でした。お

父さんが育て方を調べて、「カレーはからいから、水

がいっぱいいるだろう。」とすごく大きなじょうろで

水をいっぱいあげたり、犬やねこが近づかないよう

に注意したりして育てました。木はあっという間に

ぐんぐん大きくなって、おさらの葉っぱがつきまし

た。何日かしたら花がさきました。それはなんとふ

くじんづけの花でした。その数日後、小さな白い実

と茶色の実がなりました。だんだん大きくなった実

は、白はライスの実で、茶色はカレールーの実でし

た。そして、カレーのにおいが町中に広がって、近

所の人たちが集まって、みんなでカレーライスを食

べました。最後のひとつのカレーを、主人公のフミ

オが食べたら、またカレーの種が入っていた！とい

うお話です。 

  わたしがこの絵本で一番好きな場面は、カレーを

育てるためのじゅもんに合わせておどりをおどると

ころです。なぜなら、じゅもんの歌がおもしろくて、

おどりもすごくおもしろいからです。その場面の絵
は、犬もいっしょにおどっていておもしろいで
す。お母さんに読んでもらう時、いっしょにじゅ
もんを言うのが楽しいです。 
   カレースキスキ カレーノタネガ 

カレースクスク カレーガミノル 
ポロコリ ペリコル ピリカラ ホイ！ 

トンコロリンノ ギューマッハ  
トリトリンノ ホイ！ 

『ひみつのカレーライス』（井上荒野作 田中清代絵 
アリス館）ID10625 
 
★ひろえちゃん、面白い本紹介してくれてありがとう。 
あなたの文章を読んでるだけで、おはなしが目に浮かび
ます!!  まだの人、よんでね!!              （さ・ら） 

 

                                                       


