
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 

   
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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（土）１０：００〜１３：００ 

    17日（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） 

◆7月は通常 18日（土）と 19 日（日） 

開館記念子どものためのおはなし会 

 7月 23日海の日 13:00〜14:30 文庫で 

第 20回海の日のおはなし会 

 同日 23日 16:30〜19:00 伊豆高原駅前広場 

海の日のおはなし会は今年 20回をもって終了  

ぜひぜひ聴きにいらっしゃってください。 
 
       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   
 

 

金色に ゆれるミモザの 花の下 
卒業式の子等 通りゆく 

  ネットからお借りしました（白桂さん作） 

２０２０年・開館スケジュール🌼 

 

 

 

文庫あれこれ◆あれよあれよという間に、新型コ
ロナウィルスは世界中に拡散されてしまいました。
◆子どもたちの卒業式、入学式、進学が心配されま
す。◆オリンピック開催も危うし?! 国の経済も心
配。◆ただ、人の尻馬に乗ってわけもなく大騒ぎだ
けはしたくないものです。◆ご批判もあろうかと思
いますが、沙羅の樹文庫は、予定通り 21 日、22
日に開館するつもりです。いらっしゃる方はほかの
方のことも考えておいでください。昨年、今年と来
てくださっているみなさんには、その旨お知らせの
ハガキをお送りしました。◆でもここ大室にいると、
世間の騒ぎなど聞こえぬかのように穏やか。(ここま
で、文庫にて 13 日)◆20 日、今日は春分の日、昼
が夜より長くなる日! そしてお彼岸のお中日。あす
からの文庫で、昼過ぎに伊豆高原に降り立ちました。
伊豆高原ではさほど感じませんでしたが、道中、電
車の中はどこも人でいっぱい。外出自粛が言われて
いるのに?と思ったら、３連休なのですね。前から
予定組んでいた人たちなのですね。なあんだ、伊豆
に感染者がほとんど出ていないからだと早とちり、
しました。◆大島が変わらず、伊豆の海にどーんと
横たわっています。山焼きの後の大室山にも、緑が
広がり始めました。文庫の桜は蕾がほどけたほどで
すが、明日明後日暖かければ、一斉に花を開くでし
ょう。6 年ぶりに来る息子の息子たちに父親の桜が
見せられるといいな。◆別れと旅立ちの季節。コロ
ナで気分をはぐらかされた子どもたち、フレッシュ
メン、行く途に幸いあれ。何とか卒業式、入学式が
できますように。在住の世田谷区では、4月 5 日ま
で休校。卒業式は卒業生と保護者のみで。◆昨年 3
月号に孫娘のことを書いたので再度ご報告。知らず
に滑り込んだ大学が転部可能で、推薦を受け、何と
この春から希望の医学生に! まったく運のいい娘で
す。跡継ぎができたとおじいが喜んでおります。◆
胃の検査をしました。結果はオーライでしたが、い
やですねぇ、どんなに細くとも先生がお上手でも、
管を飲み込むのは 2度と受けたくありません。◆新
刊含め何冊か入れました。喜んでいただけるといい
のですが。◆皆さんいらっしゃるかな? 今日土曜
はまずまずのお天気です。◆うぐいすが鳴きはじめ
ましたね❤              （西村） 
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大佛次郎賞「鶴見俊輔伝」を読んで 

               河中 玲子 

 今年の大佛次郎賞を獲得した、黒川創さんの高

価な本「鶴見俊輔伝」をリクエストして、さっそ

く購入して頂き、一か月かかったが読み終えた。

私は鶴見俊輔という人に詳しい訳でもなく、でも

10 年以上前から、テレビ、新聞で名前を知ってい

て、その言動が気にかかる人という程度の知識だ

った。今回大佛次郎賞を取った本を読みたいと思

った。この本には、黒川さんが幼いときからそば

で接し見てきた鶴見俊輔の一から十まで迫ってい

ると思う。 

 平和主義、一歩間違えれば自分がその当事者だ

ったかもの戦地での体験、ベ平連の活動や、1960

年 6月 15日に樺美智子さんが安保闘争で亡くなっ

たので、毎年この日には国会前に駆けつけ続け、

又終戦記念日には「すいとん」を食べて、戦争の

犠牲者を偲んだりを続ける人。母方の祖父・後藤

新平、父、作家、政治家・祐輔の名の下で優遇さ

れる生活を嫌い、彼らからの独立を望んだ。ハー

バード大に留学して哲学などを学び、世界の偉大

な学者、研究者達と交流し、研究を重ねた。純粋

故に自己を追い詰め、何度も鬱病を患いつつも､ア

メリカで培ったというのか哲学的、思想的な研究

活動に経営的な利益は顧みず、「思想の科学」を出

版するためあらゆる努力を惜しまなかった。2015

年 93 歳で亡くなるまで、「思想の科学」を中心に、

生涯「平和」をテーマに活動し続けた、彼の一生

を書いてくれた黒川さんに感謝の気持ちを持った。 

『鶴見俊輔伝』（黒川創著 新潮社 2018） ID18106 
 
★２０数年前、仕事で、鶴見さんをお招きして講演して
いただいたことがありました。日本の漫画文化の素晴ら
しさなど、とても情熱的で楽しいお話でしたが、控室の
鶴見さんは、控えめでかつやさしい物言いをする方でし
た。（さ・ら） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月にハミングするのはお父さんとの思い出で

あり約束でもあり、ピアノやレコードに少しずつ

心を開き、とりわけモーツァルトの「アンダン

テ・グラツィオーソ」には強い関心を示し。しゃ

べれないことで馬鹿扱いされたり、ドイツ語のつ

いた毛布があったためにドイツ人と思われて差

別されたり、なかなかの困難もある中、最後の最

後に一気に真相がわかっていく。そんな少女の復

活の物語、400 ページあるのですが、最後まで

一気読みでした。 

 最近の私は、怖いのも、痛いのも、恋愛ものも

いらないのですが、ハッピーエンドはいいです

ね。 

 モーパーゴの作品は、文庫にほかにもまだたく

さん有ります。中でも私が好きなのは、★絵本「モ

ーツァルトはおことわり」（さくまゆみこ訳・岩

崎書店）★「兵士ピースフル」（佐藤見果夢訳・

評論社）です。 
 
※モーパーゴは現在児童文学の分野で一時代を築いた人です。
文庫にも１８冊あります。以前、今年高校生になる文庫の秘蔵っ
子３人が、雑誌「子どもと読書」の依頼で、モーパーゴ特集に素晴
らしい感想文を寄せました。別置しておきます、作品と一緒に併
せて読んでみてください。 （さ・ら） 

〜〜マイケル・モーパーゴ〜〜 

中西 景子 

  モーパーゴの「月にハミング」（杉田七重

訳  小学館  2015）を読み終ったところです。 

 第一次世界大戦下、従軍して傷を負った父親を

見舞いに行くため、母親と豪華客船に乗ってニュ

ーヨークからイギリスに向かった少女。ドイツの

魚雷が命中して客船は沈没し、病弱だった母は海

に消えた。一人残された少女は数奇な運命をたど

ってイギリス南部の孤島にたどり着いた。無人島

でのサバイバルの中、漁に出ていた父子に助けら

れた。助けられたとき、少女は言葉と記憶を失っ

ており、真相は何もわからず、でも、漁師一家に

家族として受け入れられていく。 

 

 

 読んでみました !! 沙羅の樹の会員さんからおすすめです 
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絵 本 

『へんてこなおきゃくさん（こどものとも年中向

き）』（浜田桂子さく 福音館書店）ID13243 

『とおくにいるからだよ』（くりはらたかし作絵 

教育画劇 2019） ID13253 

『へんかしら そうかしら』（内田麟太郎作 高部

晴市絵 すずき出版 2020） ID13251 

『くろは おうさま』（メネナ・コティン文 ロザ

ナ・ファリア絵 うのかずみ訳 サウザンブックス

社 2019） ID13245※目の不自由な人の世界を

知ろう。 

『天女銭湯』（ペク・ヒナ作 長谷川義史訳 ブロ

ンズ新社 2016） ID13252 

『一郎くんの写真—日章旗の持ち主をさがして（月

刊たくさんのふしぎ）』（木原育子文 沢野ひとし絵 

福音館書店） ID13244 
 

紙芝居 
『まえがみたろう 前編』（松谷みよ子作 スズキ

コージ絵 童心社） ID13241 『まえがみたろう 

後編』ID13242 
 
読み物 
『たのしいまきばのイースター』(ロイス・レンス

キー作絵 佐藤淑子訳 徳間書店２０１９)13218 

『Fragile フラジール—こわれもの』（石崎洋司ほ

か著 ポプラ社）ID13246  request 

『車夫２ 幸せのかっぱ』（いとうみく作 小峰書

店） ID13247 

『車夫 3  雨晴れ』（いとうみく作 小峰書店） 

ID13248 

『アリスのうさぎ（ビブリオ・ファンタジア）』（斉

藤洋作 偕成社） ID13256 

『サブキャラたちのグリム童話』（斉藤洋作 広瀬

弦絵 偕成社 2020/03/08） ID13255 

『ケルトとローマの息子 新版』（ローズマリー・サ

トクリフ作 灰島かり訳 ほるぷ出版 2020） 

ID13254 
 

『読みがたり京都のむかし話』（京都のむかし話研

究会編 日本標準） ID13249 
 

『詩選集 子どもへの詩の花束 2016』（武鹿悦子

ほか編 竹林館） ID13250 

 

★左の写真上は、山梨県春日居というところを

流れている平等川です。たくさんのカモさんが

泳いでいました。まだ生まれたてのコガモもい

っぱい。カモの手前を泳いでいるのは鯉(こい)

です。水が澄んでいるでしょう!! このあたりは、

ワイン用のぶどう畑が広がって、いまは、れん

げの🌼ざかりでした。 

★下の写真は、葛西臨海水族館で、まぐろと背

比べ(左から年長さん、3 年生、高 1)です。みん

なの背はのびたかな?なんセンチになったかな? 

★新型コロナウィルスがはやって学校がお休み

だけど、みんな体大切にね。卒園式、卒業式、

できるといいね!! 

✿✾✿✾✿✾✿✾✿✾✿✾✿✾✿✾✿✾✿ 

おうちの方へ 
今まで、「詩」の棚に大人の詩といっしょにしていた
子ども向けの「詩」や「わらべうた」「なぞなぞ・あ
そびうた」などを別置しました。(スタッフに聞いて!) 
改めて読んでみると、とてもたのしい、おもしろい、
です。子どもさんに読んであげてください。いっし
ょに暗唱してください。たとえば・・・ 

“だれかがよんだ ちいさなこえで  

おび(犬でしょうか) おいで  

だれかは だれか おおいぬのふぐりよ 

あそぼうか 

わたしのうえで ころがらないで 

あっちへ いって 

だれかがよんだ あかるいこえで 

おび おいで 

だれかは だれか つきのうさぎよ 
あそぼうよ  

 わたしはとべぬ そこまで ゆけぬ 
 さようなら 
 だれかがよんだ やさしいこえで 
おび おいで 

 だれかは だれか わたしよ ふうよ 
 あそぼうよ おびとわたしのひみつのあそび 
 ・・・・・・・・ 
   こうしてやがてねむりに  
『だれかがよんだ』(せがわやすお作絵 福音館書店) 

2020年 3月に入った子どもの本 

 

沙羅の樹文庫だより１６４－２ 

フィクション 
『夏物語』（川上未映子著 文藝春秋 2019）

ID18137 

『茶聖』（伊東潤著 幻冬舎 2020）ID18139 

『黒武御神火御殿—三島屋変調百物語六之続』（宮

部みゆき著 毎日新聞出版 2019） ID18141 
 
『靴ひも』（ドメニコ・スタルノーネ著 関口英子

訳 新潮社 2020） ID18119 

『プラヴィエクとそのほかの時代』（オルガ・トカ

ルチュク著 小椋彩訳 松籟社 2019）ID18143 

『十二月十日』（ジョージ・ソーンダーズ著 岸本

佐知子訳 河出書房新社） ID18142 

『ガラン版 千一夜物語 4』（西尾哲夫訳 岩波書

店 2019）ID18134 
 

エッセイほか 
『エイヴォン記』（庄野潤三著 小学館）ID18138 

『しらふで生きる〜大酒飲みの決断』（町田康著 

幻冬舎 2019）ID18118 

『老〜い、どん !』（樋口恵子著 婦人之友社 2020）

ID18120 

『帰りたくなる家—家の整理は心の整理』（山﨑美

津江著 婦人之友社 2019） ID18121 

『これは水です』（デヴィッド・フォスター・ウォ

レス著 阿部重夫訳 田端書店 2018）ID18124 
 

『天、共に在り−アフガニスタン三十年の闘い』（中

村哲著  NHK2020 出版）ID18140 
 

雑 誌 
『週刊現代プレミアム 2019 Vol.1 昭和の怪物』

（講談社） ID18129 

新 書 
『大論争日本の起源』（斎藤成也ほか著 宝島新書

2019） ID18123 
 

文 庫 
『声で楽しむ美しいの日本の詩』（大岡信/谷川俊太

郎編 岩波文庫 2020） ID18122 

『季節のかたみ』（幸田文著  講談社文庫）

ID18132 

『十二月八日と八月十五日』（半藤一利著 文春文

庫 2015）ID18144 

『白村江』（荒山徹著  PHP 文藝文庫 2020）

ID18145 
 
    

2020年 2月に入った大人の本 ★次の日は、３駅先の石和下車、石和温泉ならぬ岩

下温泉（山梨県下最古の温泉とか）まで。ワイナリ

ー(コロナウィルスで工場見学不可。試飲のみ)経由で

チェックインまでかなりの時間あり、従って 4 キロ

の葡萄畑、桃畑をぬけて、と思いきや、4 キロ歩い

た先は、主人曰くハイキングにもってこいだから、

山を登ろうと。それで＋５キロ歩かされました。で

も、眼下に甲府盆地、目前遥か甲斐の山々が連な

り・・・。天気も良し、行きあう人も人情篤く最高

でした。こちらの温泉も旧館に町の人が入りに来る

お湯あり。主人は冷泉のある旧館に入りに行ってま

た愉しんだようです。のどか、のどかでした。   

✿✾✿✾✿✾✿✾✿✿✾✿✾✿✾✿✾✿ 
2 月の末、京都・城陽市のおはなしグループに呼ん

でいただきおはなしの独演会!! 初めてで最後?! そ

の前後、京都、奈良の一部を歩きました（大阪のラ

イブハウスでコロナウィルス患者が出始めたころ!） 
★一人でホテル近くの東寺の五重塔を眺めながら最

後の練習。塔の上を白い大きな雲が通り過ぎるのを

見ていると、五重塔が私に迫ってくるようでした。

文庫を設計してくれた京都在住の Y さんに案内して

いただいて、清水寺への道すがら、六道の辻・珍皇

寺へ。昔、小野篁が、夜毎、冥界の使いとして冥府

へ通った入口(井戸)のあるところです。ここは平安京

の火葬場だった鳥辺野あたりで、現世とあの世の境

で六道の辻と呼ばれたそうです。(六道：地獄道、餓

鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道の六つの冥界。

人は死後、因果応報により、この六道を輪廻転生す

るという)。子どもの頃、歌舞伎で鳥辺山心中を観て、

無数の屍が散らばっているような処と想像し、なぜ

かその地が心に引っかかっていました。翌日、死ん

だ許嫁を求めて魂の世界への道を探す「白い石のカ

ヌー」の話、深遠な気持ちで語れた気がしました。 

★最終日は、橿原神宮、神武天皇ご陵をお詣りし、

昔の白壁の家並みの残る今井町を散策。東京から移

住して、街の伝統を守る建築に携わるコーヒー屋さ

んご夫妻と嬉しい遭遇あり。私の語りを聴いてくだ

さった方々との出会いと、ちょい旅、ナイスリフレ

ッシュができました。          (さ・ら) 

徒然なるままに・・・ 

あちらこちらに写真を貼付したので、おわかりと思

いますが、2 月から 3 月はじめ、ちょい旅をしま

した。コロナウィルスを尻目に。 

★まずは、主人の誕生日に甲府にある湯村温泉・某

ホテル。昭和天皇ご夫妻、平成天皇ご夫妻、そして

令和天皇ご夫妻の皇太子時代に、3 世代に亘って宿

泊された写真がずらり。庭は素晴らしくおもてなし

もなかなかで、でもお料理がいただけません。35

年のベテラン料理長とのことですが・・・。でも、

宿代を考えると、庭の手入れだけでも大変そう。 

★次は、今月に入って。主人の仕事帰りにというこ

とで、立川から、かいじ、あずさで。1 日目は塩山

温泉。ひなびたただ温泉だけで何もないところ。で、

街の人々も入浴可という公衆浴場を兼ねる。チェッ

クインの 3 時にすでに常連のおばあちゃん方が、

４、５人背中を流しっこ。人見知りの私にはちょっ

と苦手。でもぬるめの湯に時間をかけて体の芯まで

温まりました。主人は、旅は人とのふれあいに興あ

り、という人ですから、湯の中談議に花が咲いたよ

うです。でも入浴料 430 円だから毎日は入りに来

られない、とのこと。 

 


