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       お正月の詩         
           富士正晴・詩 
 
としのはじめの ためしとて 

たんたんたぬきの しょうがつは 

とっくり まくらに ふとんきて 

あさもあさから ねしょうがつ 

ほんに きらくなもんじゃなあ 

      ああほうじゃ のんきじゃなあ 

      ことしも ごくらく ごあんたい 

      ほうゆうことに いきないな 

      みなさん ほんまに おめでとう 
 

 

こんなふうに過ごしていきたい! ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

お受けできないことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館スケジュール 20前半 

◆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） 

◆5月は通常 16日（土）と 17 日（日）ですが、 

時間帯変則・要注意!! 

  貸出：16日１０：００〜１３：００ 

    17日１２：００〜１７：００ 

 若葉のころのおはなし会（大きい人向け） 

16日１４：００〜１６：３０ 

 若葉のころのおはなし会（小さい人向け） 

17日１０：３０〜１１：３０ 

◆6月は通常 20日（土）と 21 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：通常土曜日は午後２時～５時 

     日曜日は通常午前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 
 

 

２０２０年・開館スケジュール🌼 

 

文庫あれこれ◆2020 年・令和２年明けまして
おめでとうございます。そして、寒中（今のとこ
ろ、あまりすごい寒さ感ぜず）お見舞い申し上げ
ます。◆幼い時から文庫会員の S ちゃんと F ち
ゃんが成人式を迎えました。おめでとう! ふたり
とも、夢に向かって頑張っています。嬉しい限り
です。◆あー、若さが羨ましい! でも年寄りは年
寄りなりに、生を全うする義務と意義がありま
す。お仲間さん、健康に留意して、佳き終生を過
ごしましょう。◆そして、高校受験生がいます。
みんな文庫の秘蔵っ子たちです。希望の高校に入
学できますよう祈ります。◆芥川賞（背高泡立
草：未刊、２月入庫）と直木賞（熱源：在庫）が
決まりました。◆新年に当たって、お願いが３つ
あります。①永らく、新刊にブッカーをかけてく
ださった O さんがご都合でできなくなりまし
た。文庫の本はみんなの本です。今後はどうぞ、
今まで以上に本を汚したり破ったりしないよう
に気をつけてくださるようお願いします。②茶菓
ですが、今後は、長椅子にセットしておきます。
どうぞご自由にお楽しみください。飲まれたあと
の茶碗など、事務室までお持ちくださると嬉しい
です。③少しでも長く文庫を続けられるよう、緊
縮財政でいこうと思います。リクエストも含め
て、新刊数が減るかもしれませんが、書架で眠っ
ている本をみつけて愉しんでください。読みたい
本の情報は教えてください、留意します。また、
本のご寄贈も、置き場所の都合でお受けできない
ことがあります。◆ここまで東京でかきました。
あす 17 日伊豆に向かいます。阪神・淡路大震災
が起きたのは、25 年前の明日。命を落とされた
方、残された方々を思い、今年が自然災害のない
年でありますよう願います。◆そんな中、昨日新
聞に「おえびすさん おかえりなさい―津波で流
され…震災 9 年を前に気仙沼港で発見」の記事!! 
海底に 9 年。でもいいお顔。末永く人々に微笑み
を分けてくれますように。あったかなニュースで
した。◆今 17 日午後 7 時 15 分、文庫です。今
年も皆さんがお元気で、読書を愉しむことができ
ますよう、寛いでいただけますよう.。沙羅の樹文
庫の古参、若手スタッフさん方と一緒にお待ちし
ています。さすが寒中、冷えてきました。(西村) 
   （西村） 

 

 No.16２ (20年 1月号)        

 

着
飾
っ
た
新
成
人
た
ち 

 
 
  

 

 

 

 富士山頂でハイタッチ・追記 

立田征也・妙子 

◆富士山が世界遺産に登録された理由ですが、私の

記憶が間違っていなければ、富士山は自然遺産でな

く文化遺産として登録されたと。富士山は以前から、

ゴミや廃棄物が多い山で汚かったのです。そのこと

で、登録されるのが遅くなってしまったようです。

◆富士山は登山ルートが多いので、環境の整備を完

璧に行うのが難しいのが実情のようです。またいま

でも不法投棄する処理業者がいると聞いています

ので残念です。◆今回、私たちは富士山にはじめて

登りましたが、うれしい発見もありました。ザック

を背負う替わりに、ゴミのかごをかついでいる人を

見かけたのです。多分、富士山の観光協会からゴミ

拾いを依頼されていると思いますが、もしこれが、

奉仕活動でやっているとしたら、何と素晴らしいこ

とでしょう（まだ若い３０歳くらいの男性でしたが）

−。山を愛し本当に山登りが好きな人はたくさ

んいますので、ボランティアでゴミを拾っていたの

かもしれません。◆エベレストに清掃登山をしたア

ルピニストの野口健さんは、亜細亜大の学生たちと

富士山の清掃活動を６年間続けています。環境保

全と保護の観点から《亜大富士山クラブ》という

サークルを立ち上げて、富士山で、登山者にゴミ

を持ち帰るように呼びかけたり、パトロールをし

たりと大活躍されています。◆世界に誇れる霊峰

富士山は、今では、まさに霊峰富士でありました。

世界中の人が知ることになった日本人の『おもてな

し』の心が、美しい富士山を、世界中の人たちに見

てもらいたいとする気持ちに、真に通じていると思

います。以上です。（完）  

★立田さんの富士山登頂記は改めて私たちの富士登山を思い

出させてくれました。子どもたちが小・中学校時 1981年（主

人が旧国立東静病院に派遣されていた頃）、ご来光をみるべく、

夜がけしましたが、雷雨厳しく、８合目で山小屋に泊めてもら

い翌朝登頂しました（悪天候で太陽は見られませんでした）。

その時受験生だった末娘は合格祈念をし、翌年、希望校に受か

って、３つ上の兄と二人だけでお礼に再登頂したのでした。東

京から毎月、伊豆への往復に、富士を仰ぎます。主人は世田谷

の家から見える富士をほとんど毎日撮影しています。私たち日

本人の心を支える大切な霊峰富士ですね。改めて、文章になさ

ってよい記念になりましたね。有難うございました。（さ・ら） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 令和２年元旦の富士山（静岡新聞より） 

沙羅の樹文庫に行くことができました。そのと

き出会った本が、いとうみくさんの「カーネー

ション」という本です。この本は、“私の視点”

や“母の視点”など、物語に出てくる様々な登

場人物の視点から物語が描かれ、話が展開して

いきます。私は、初めてこのような本の書き方

に出会いました。いつもは読書に時間がかかる

私が、話の世界に引きこまれ、あっという間に

一冊を読み終わりました。 

そして、いとうみくさんの本をもっと読みた

いと思い、「車夫」を選びました。私は、「車夫」

という言葉を初めて知りました。みなさんは、

意味を知っていますか？「車夫」は、人力車を

引く人のことを言います。「車夫」も「カーネ

ーション」と同じような書き方をしています。

今回もどんどん物語に引き込まれました。 

特に私が気に入った章は、２章～力車屋 吉

瀬走～です。走という人物が視点となっていま

す。走は１７歳ですが、父親が失踪してからわ

ずか１ヶ月半後、今度は、母親も失踪してしま

い高校をやめてしまいました。関東大会を狙え

るほど足が速い走が、車夫の仕事を始めて、感

情が大きく変わっていきます。車夫の条件は、

1、走ることが好き、2、顔、でした。 

走が車夫になることを決めた時の表現がと

ても印象的でした。 

「風景がどんどん流れていく。風がぼおぼお

と音を立てる。走ってる。走っている。座って

いるはずなのに、まるで走っているような感覚

だった。」…「すごい。すごく気持ちがよい。

俥をひいて走る親方の背中を見た。走ってみた

い。こんなふうに、親方のように。」 

あまり進んで読書をしていなかった私です

が、最近たくさんの本と出会い、読書が好きに

なってきています。これからも新しい本に出会

うのが楽しみです。 

「沙羅の樹文庫で出会った本」 

   ～「車夫」いとうみくを読んで～ 

対島中学 2年 室野 花香 

 私は幼稚園の頃から沙羅の樹文庫に通っ

ています。小学生になって２回引っ越しし

て、昨年の４月に伊東に戻り、久しぶりに 

伊・豆・高・原・便り 

 



 フィクション 

『約束された移動』（小川洋子著 河出書房新社 2019）

ID18077 

『歩道橋シネマ』（恩田陸著 新潮社 2019）ID18079 

『風神雷神 上』（原田マハ著  PHP 研究所 2019）

ID18081 

『風神雷神 下』（原田マハ著  PHP 研究所 2019）

ID18082 

『極夜行』（角幡唯介著 文藝春秋 2018）ID18083 

『極夜行前』（角幡唯介著 文藝春秋 2019）ID18084 

『チンギス紀 ６ 断金』（北方謙三著 集英社 2019）

ID18086 
 

『終わりなき探求』（パール・ S・バック著 戸田章子

訳 国書刊行会 2019）ID18078 

『赤い髪の女』（オルハン・パムク著 早川書房 2019）

ID18087 * request 

『ソビエト・ミルク−ラトヴィア母娘の記憶』（ノラ・

イクステナ著 黒沢歩訳 新評論 2019）ID18088 
 

エッセイほか 

『ひみつのしつもん』（岸本佐知子著  筑摩書房）

ID18097 

『７４歳の日記』（メイ・サートン著 幾島幸子訳 み

すず書房 2019）ID18089 ＊request 

『ほんの数行』（和田誠著  七つ森書館 2014）

ID18090 

『もう一度倫敦巴里』（和田誠著 ナナロク社 2017）

ID18091 ★以上２冊、和田誠の記念に 
 

『現代思想からの動物論—戦争・主権・生政治』（ディ

ネシュ・ J・ワディウェル著 井上太一訳 人文書院）

ID18105 ＊ request 

『鶴見俊輔伝』（黒川創著 新潮社 2019）ID18106

＊request 
 

『霧中の読書』（荒川洋治著  みすず書房 2019）

ID18092 

『出版文化と編集者の仕事−個人的な体験から』（大

竹永介著 社会評論社 2019）ID18093 

『本屋がアジアをつなぐ−自由を支える者たち』

（石橋毅史著 ころから 2019）ID18094 

『Book Mark−翻訳者による海外文学ガイド』（金

原瑞人/三瓶律子編  CCC メディアハウス 2019）

18095 
 

『敗者が変えた世界史 上 ハンニバルからクレ

オパトラ、ジャンヌ・ダルク』（ジャン=クリストフ・

ビュイッソン/I.D.エマニュエル・エシュト著 神田

順子 /田辺希久子訳 原書房 2019）ID18098 

『敗者が変えた世界史 下 リー将軍、トロツキー

からチェ・ゲバラ』（ジャン=クリストフ・ビュイッ

ソン/I.D.エマニュエル・エシュト著 神田順子 /

田辺希久子訳 原書房 2019）ID18099 
 

『深夜バスに 100 回ぐらい乗ってわかったこと』

（スズキナオ著 スタンド・ブックス 2019）

ID18096 

 

文 庫 

『料理通異聞』（松井今朝子著 幻冬舎時代小説文庫

2019）ID18085 * request 

『ミ・ト・ン』（小川糸著 幻冬舎文庫 2019） 

ID18080 

2020年 1月に入った大人の本 
徒然なるままに・・・ 

★穏やかな年の初めで、のんびり机に向かってす

ごしました。出不精になり、結局、映画も芝居も

美術館にも行かず、テレビもさほど観ず。★子ど

もの本は必要に迫られて読みました、５冊ほど。

読み応えはありましたが、最近の子どもの本は、

問題を抱えている子がそれをどう乗り越えて行く

か、というテーマが多いような気がします。 

★時折、新聞掲載の俳句や詩に心惹かれます。 

 “一切を捨てて枯れ木のいさぎよし” (大阪 上林

賢一さん)— まさに今頃の大室。 

 “のど燥き 真夜中の二時 みかんむく”（東京 

津田鉄三さん）— 私と同じ人いるんだ! 

“初釜や  ひそかに灰の  美しく  ”— 

なんと、人工脳 AI さんです !   

 “あるがまま 生きて今あり 去年今年”（プロの

稲畑汀子さん）—はい。 

 “天地微動 一輪の梅 ひらくとき”（長谷川櫂さ

ん）—文庫の庭の梅、つぼみ少しほどけて!   

★間違えて PC の アイチューンに触ったら、薬師

丸ひろ子の歌が流れてきました。心地よい深みの

ある声。先日、プロの語りを聴きに行き、声は大

事だと思いました。大声をあげる時など特に。★

メイ・サートン『７４歳の日記』を読んでみたい

と入れました。 

その年はとうに 

すぎたけど。 

★年初から、とり 

とめのないお話で 

尻切れトンボ。 

(さ・ら) 

雪の大室に、今朝 

届いたスナップ 
京都・城陽市の 
蠟梅の林(20.1.18)

 

沙羅の樹文庫だより 162-2 
 

絵 本 

『あいうえあそぼうとしょかんで』（草谷桂子ぶん 

スギヤマカナヨえ  子どもの未来社 2019）

ID13201 

『の』（Junaida 著  福音館書店 2019 ）

ID13202 

『あぶくたった−わらべうた』（さいとうしのぶ構

成・絵 ひさかたチャイルド） ID13203 

『たまたまたまご』（内田麟太郎文 北村裕花絵 

文献出版 2019）ID13204 

『このおに』（山崎静代さく・え 岩崎書店 2018）

ID13205 ＊この顔だれだかわかる? 

『きこえる ?』（はいじまのぶひこ作 福音館書店） 

ID13206 

『スモンスモン』（ソーニャ・ダノウスキ文・絵 新

本史斉訳 岩波書店） ID13207 

『はぐれくん、おおきなマルにであう』（シェル・

シルヴァスタイン作 村上春樹訳 あすなろ書房

2019）ID13196  

『つかまるわけないだろ! 』（ティモシー・ナップ

マン文 シモーナ・チラオロ絵 ふしみみさお訳 

徳間書店 2017）ID13221 
 

読み物 

『白狐魔記 天保の虹』（斉藤洋作 偕成社 2019）

ID13200＊鎌倉時代からのトピックをからませた連

続時代小説。7 冊目、高学年さん読んでみて。 

『あたまをつかった小さなおばあさん のんびりす

る』（ホープ・ニューウェル作 松岡享子訳 福音

館書店 2019）ID13197 

『こわいオオカミのはなしをしよう』（ウィリア

ム・マクリーリ作 佐竹美保絵 小宮由訳 岩波書

店 2019）ID13209 

『世界のはての少年』（ジェラルディン・マコック

ラン著  杉田七重訳  東京創元社 2019）

ID13198 

『魔法のカクテル』（ミヒャエル・エンデ作 川西

芙沙訳 岩波少年文庫 2019） ID13199 
 

ノンフィクション 

『社会格差はどこから ?』（プランデルグループ文 

ジュアン・ネグレスコロール絵 宇野和美訳 あか

ね書房 2019）ID13210 
 
参考 図書  

『リンドグレーンと少女サラ−秘密の往復書簡』

（アストリット・リンドグレーン/サラ・シュワル

ト著 石井登志子訳 岩波書店 2015）ID13208 

・・・ ★ ・・・ ★ ・・・ ★ ・・・ 

2020年 1月に入った子どもの本 

 

 
 
ぐりとぐ
らも、のね
ずみだね! 

１００年たっても服装はちがわない ? 
２枚の写真はアメリカの卒業式風景２つです。 

上の写真は 1920 年代のカリフォルニアで（幼稚

園〜小学校の生徒と先生。みんなおしゃれ）。 

下の写真は 2019 年テキサスの幼稚園卒業スナッ

プ。（上には、文庫の西村さんの夫さんのお父さ

ん、下には、孫がうつっています。） 

おとうさんやおかあさんは色々な国からきたん

だけど、みんななかよくくらしてたのね（戦争が

おきるまで）。 

みんなの学校にも色々な国からきたお友だちい

るでしょう。人はみんなおんなじ。ひとみや、は

だや、かみの毛の色がちがっても、なかみはいっ

しょだね。 

 

 

 

 

 

今年はネズミ年 !! 
ネズミの本た〜くさんあるね。タイトルにねずみ、
と、ネズミが入っているだけで、文庫に９２冊もあり
ました。ほんとうのねずみはちょっと気味が悪いけ
ど、絵本にかかれたネズミはかわいいね。絵本のへ
やの入ってすぐひだり手のひくいほんだなにならべ
ておきますね。読んでみてください。 
                             

  


