
 
❤緊急宣言も 

東京アラートも解除された６月下旬の穂高連峰（右手前

が前穂高、左奥が奧穂）❤ ︎ 

   

           

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

	 	 	  
	 	 	 	 	 	  

 
 
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

	

	

２０２０年・開館スケジュール

◆7 月の開館日は変更です。	
	 	 24 日（金）〜	 26 日（日）	
	 	 	 開館時間：	 10:00〜15:00(3 日とも)	
★コロナの影響で、開館日はすべて予定です
★	
◆8 月も開館日・開館時間変更です：	
	 	 8 日（土）〜10 日（月）10:00〜15:00	
◆9 月は通常 19 日（土）と 20 日（日）	
✿おはなし会「初秋に寄せて」を 20 日に予

定✿	
◆10 月は通常 17 日（土）と 18 日（日）	
◆11 月は通常 14 日（土）と 15 日（日）			 	 	
	
「子どものための小さなおはなし会」は、	
９月から再開できるといいですね!!	
♥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	
９月のおはなし会の練習は個別にする予

定。	
	 							 	 	 	 		

文庫あれこれ◆ 毎 年 伊 豆高 原駅 で 開 いて き た

『海の日のおはなし会』は 20 回の今年、今日海

の日 23 日で最終回のはずでした。が、コロナゆ

えに今年は中止となりました。いつも東京から語

りに来てくれる仲間が、今頃は終わってみんなで

合評しながら、楽しく飲んで食べている頃ね、と

メールをくれました。◆それぞれの人が様々な場

所での集まりを断念しました。でも、生きていら

れれば良しとしましょう。みんなを思って行動し

て。◆4 か月ぶりの開館です。会員のみなさんに

当方の希望を聞き入れていただき、3 密を避ける

ために来館時間を予約制にしました。今日は、そ

の時間のお約束の電話が鳴りっぱなしでした。嬉

しいことです。◆残念というか情けないことは、

貸出用のパソコンが、何が因果かこんなときに壊

れ、せっかく時間をみては入力していた 4 か月分

の新入庫本のデータが消えてしまったこと。◆そ

こで今回は、貸出票にお借りになった本の図書Ｉ

Ｄと書名を各自の方に記入（正確に）をお願いい

たします。◆文庫を開き続けることがどんなこと

か、改めて考えさせられましたが、平常通りでな

くても、明日からまたみなさんが文庫の本を楽し

みに来てくださると思うと、休館中も文庫だより

やお知らせをお送りしてきてよかったなと元気が

湧いてきます。◆長々と個人的なことを書きまし

たが、運営者の気持ちをご理解いただけたら幸い

です。◆4 か月分の新刊、話題本も入っています。

おとなも子どもも、好きなジャンルのものを探し

て読書で心を開放してください。◆表紙の俳句は

日経、朝日俳壇からお借りしました。◆コーラス

のお稽古も再開できたそうですね。声を存分にだ

すことが幸せと気づいたこともコロナさんのおか

げ?!◆歌わない人は、俳句でも和歌でも、詩でも

声に出して読んでみましょう。気分爽快になりま

すよ。◆お天気さん、明日から 3 日間、雨降りや

めてくださいな。（西村 20.7.23 感染者数最大）       

たとひ力は乏しくも出し切ったと思ふこ
ころの安けさよ/捨て果てし身のなほもい
のちのあるままに/飢ゑ来ればすなはち食
ひ渇き来ればすなはち飲み疲れ去ればす
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万緑の真中で うつつ 見失ふ 

       （田頭玲子さん） 

空（くう）という無限の力 夏の雲 
            （横山しげるさん） 

 
止みそうで次の雲くる 梅雨仕舞 
             （本郷政信さん） 
 
梅雨闇に 姫娑羅の幹赤光り 
           （岩槻優美子さん） 
 
今朝咲きしくちなしの又 白きこと 
              (星野立子さん) 
 
風に聞き 風止んで聞く 遠河鹿 
            （内藤悦子さん） 
 

夏帽の 鍔をまるめて沖を見る  

                      

（山村昌宏さん） 花の咲く頃、葉が白くなるマタタビ（夏梅） 
 

沙羅の樹文庫・西村さんへ	

	 	 	 	 上野	 潤（奈良県樫原市今井町）	
■この本は書店で手に取った記憶がありますが、そ

の時は気にかけず、６月号「文庫だより」亜子さん

の紹介文を読んで初めて興味がわいた次第です。以

前から、「図書」「本」「新潮」といった出版社の広

報誌を機会があれば書店で貰って眺めていました。	

大抵は新刊の著者が何か書いていて、普段は近づか

ない世界を垣間見るので自分の世界が少し広がる

様に感じます。今回もそうでした。感謝しています。	

	 思わず、図書館にリクエストしました。そこで、

気になって永年世話になっていた東京の図書館を

しらべてみたら、やっぱり…、	

・日野市の図書館には 5 冊あって、61 人予約待機	

・多摩市は 4 冊で 57 人	

・人口 6〜8割程度の橿原市は、1冊で 1人待機（私）	

…こんな状況です。東京では 1 年待たされそうです

が、ここでは 1 週間で順番がきました。樫原市に住

む大きなメリットです。皆さん買って読むのか、こ

の本がまだまだ未来の別世界と思えるほど元気な

のか、どうなんでしょうね。図書館の活性化を提言

したりしていますが、借りて読む習慣が定着すると

自分だけのメリットがなくなるし、複雑な思いです。	

■さて、いくつか感じた中で「街角にベンチを」に。	

	 著者の視点とはズレますが、高齢者でなくてもベ

ンチは欲しい。最近は一歩外に出るとひたすら歩く

だけの空間が伸び、しばし留まるスペースがありま	

せん。道路は生活空間ではなく、単なる移動ルート	

になってしまいました。立って留まればよいとは言	

	

	

っても、落ち着かないし不自然です。	

	 以前仕事でしばらく通っていた新宿でも、次第に	

座れるところ（と、寝転がれるところ?）が減って	

いきました。今はもうほとんどないでしょう。	

	 前を向いた人間が、血流の様に流れていて、ベン

チがあると動脈硬化の原因になってしまう。管理者

としては仕方ない当然の措置なんでしょうが、外部

空間がどんどんチューブ化しています。ベンチや凹

の場所を利用していた方たちはどうしているのか

気になります。もっと快適なところに移っていれば

良いけれど。	

	 街が目的地（臓器）とチューブ（血管）にはっき

りと分かれ、毛細血管たる生活道路も道幅 4m を目

指して、血流のスピードアップを計っています。細

胞間のコミュニケーションをとるリンパ系が潰さ

れていく様に感じています。	

	 その代りに NET と称して他人の細胞と直接つな

がるシステムがほぼ完成して、取って代っています。

遠く離れた文庫の方とこうして気軽にやりとりで

きるのもこのお蔭ですが、人間の繋がり系がどんど

ん変化しています。	

	 用事がなくても、対面でちょっと話ができる外部

空間を作りたい、広げたいと仕事の中で考えてきた

身としては、狭苦しく息苦しい思いです。私が住ま

いする今井町は何とかそんな雰囲気を残している

のが嬉しいです。	

■私は「老〜い、ビリ」?で行きたい。もしかする	

と	<一等賞>!!		

		ベンチのことにしても、何でも自分の話題に持っ	

	

	
	

てゆくのが老害だと分かっていても止められませ	

ん。ずっと斜に構えて生きてきたので、この年にな

っても中々素直になれません。ご笑読ください。	

（笑読：私の造語のつもりでしたがパソコンの変換	

で、すぐに出てきました。自分の性格が記憶分析さ

れている様です。）	

■「汽車に乗ってあいるらんど」が嬉しく一言。	

ケルトの文化に興味があってスコットランドの音

楽を聴いていましたが、「Celtic		Thunder」という	

アイルランドのグループを最近見つけました。情緒

豊かでリズム感ある歌を、ケルト風舞台とダイナミ

ックな振り付けで楽しめます。ユーチューブで１度

聴いてみてください。	

■自粛で体が重くなってきました、歴史と自然に満

ちた近郊を歩き回って戻します。	

★・・・・★・・・・★・・・・★・・・・★	

	

何と、西村が、伊東市立図書館で検索したら、なぜ

か、貸出不可でした	!!私の見間違い?!（20.7.11）	

６月の亜子さんの紹介に触発されて読んだ『老〜い、どん』〜別ヴァージョンの読み方〜	

 

 
寄稿してくださった上野さ
んは、十年ほど前に東京・
日野市から、奈良県橿原
市今井町（未だ瓦と漆喰
作りの昔ながらの家並を
残す）に移住されました。
古い建物を残し近代的生
活もできる家屋を心がける
設計家です。２月末、京都
におはなし会にでかけた
折、橿原にちょい旅して見
つけたコーヒー屋さんでも
あり、今ではメル友です。 

 



絵 本 

『おんどりあるくよ』（リチャード・スキャリーさ

く 木坂涼やく 好学社 2020）ID13342 

『えほんなぞなぞうた』（谷川俊太郎文 あべ弘士

絵 童話屋 2020）ID13343 

『たねがとぶ』（甲斐信枝さく  福音館書店）

ID13345 

『ひがんばな』（甲斐信枝さく  福音館書店）

ID13356 

『たんぽぽ』（甲斐信枝さく 金の星社）ID13357

※平山和子作『たんぽぽ』（福音館書店）も見て !! 

『最初の質問』（長田弘詩 いせひでこ絵 講談社

2013）ID13358 

『めをとじてみえるのは』（マック・バーネットぶ

ん イザベル・アルスノーえ まつかわまゆみやく 

評論社 2019）ID13359 

 
よみもの 
『ベネベントの魔物たち 1 いたずらの季節』（ジョ

ン・ベーメルマンス・マルシアーノ作 ソフィー・

ブラッコール絵 横山和江訳 偕成社 2019）

ID13371   『ベネベントの魔物たち 2 緑の手の

指輪』ID13372  『ベネベントの魔物たち 3 魔

女の足音にご用心』ID13373    『ベネベントの

魔物たち 4 わがままなゆうれい』ID13374 

『シカゴより好きな町』（リチャード・ペック著 斎

藤倫子訳 東京創元社）ID13344  

『シカゴよりとんでもない町』（リチャード・ペッ

ク著 斎藤倫子訳 東京創元社）ID13364   

※上記２冊は、『シカゴよりこわい町』続編・2002ニューベリー賞 

『王の祭り』（小川英子著 ゴブリン書房 2020）

ID13360 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂【１】』（廣嶋玲子作  

jyajya 絵 偕成社 2013）ID13361  『ふしぎ駄

菓子屋 銭天堂 4』（廣嶋玲子作  jyajya 絵 偕成

社 2013）ID13364     ※２と３は文庫にあります。 

（課題図書） 

『ながーい 5 ふん みじかい 5 ふん』（リズ・ガー

トン・スキャンロン/オードリー・ヴァーニック文 

オリヴィエ・タリック絵 木坂涼訳 光村教育図書

2019）ID13351※1,2 年向き 

『山のちょうじょうの木のてっぺん』（最上一平作 

新日本出版社 2019）ID13352 『おれ、よびだ

しになる』（中川ひろたか文 石川えりこ絵 アリ

ス館 2019）ID13286※1,2 年向き 

『ねこと王さま』（ニック・シャラット作・絵 徳

間書店 2019）ID13353※3,4 年向き 

『フラミンゴボーイ』（マイケル・モーパーゴ作 杉

田七重訳 小学館 2019）ID13354※高校生向き 

『キャパとゲルダ−ふたりの戦場カメラマン』（マー

ク・アロンソン&）マリナ・ブドーズ著 原田勝訳 

あすなろ書房 2019 )ID13355※高校生向き。 
★文庫にキャパ関係の本がたくさんあります。高校生なら読めま

す。課題図書と併読をおすすめします。 

『ゲルタ−キャパが愛した女性写真家の生涯』（ID16526）、『キャパ

の十字架』（ID9998）、 

『戦争−そのイメージ』(ID9727)、『キャパ−その青春』（ID6270） 

 

詩 集 
『詩のこころを読む』（茨木のり子著 岩波ジ

ュニア新書）ID13365 ※ 

 
 

2020年 7月に入った子どもの本 

 

★今月は、甲斐信枝さんの絵本を何冊かいれま

した。甲斐さんは、対象物への興味と愛情から

対象に近づき、相手から受けた驚きや感動を、

絵と言葉とによって子どもに伝えたいと、京都

の自然の残る田園地帯の土の上に座り込んで日

がな一日写生をします。みんなにも、自然が育

む植物の細やかさを知ってもらいたいです。 

★８月は赤羽末吉さんの絵本を別置します ! 

★今年は課題図書を入れてみました。でもきっ

とまだコロナの蔓延（まんえん）で、文庫に来

る人少ないかな ?  で、８月は早い時期に文庫

を開けます。こんな状況ですから、東京でなく

てもみんな自由に外に出られないよね。そんな

ときは、本を読んで、心を開放（本の中でたく

さん冒険して）するといいと思います。 

文庫には、すでに低学年向き『タヌキの教室』、 

中学年向き・絵本『ポリぶくろ、１まい、すて

た』などあります。 

中学年向き『くらべてわかる地球のこと』と、

高学年向き『飛ぶための百歩』は８月入庫です。 

一番左の雄々しい
若者、誰だかわか
りますか。 
いつも文庫で本を
読んでいて、少し大
きくなったら文庫の
子どもスタッフとし
て貸出をてつだっ
てくれていたタカヒ
ロ君です!! 
海上保安大学校の
大学生です。空の
男でなく海の男を
選んだのですね。
おめでとう!おめでと
う!  
おとうさんも、一安
心ですね。 

８月には、広瀬おばさんからいただいた第２弾をたくさんいれます。お楽しみに。 

 

 

フィクション 

『迷子のままで』（天童荒太著 新潮社 2020）

ID18217     

『ひこばえ 上』（重松清著 朝日新聞出版 2020）

ID18218  『ひこばえ 下』（重松清著 朝日新

聞出版 2020）ID18219 

『告解』（薬丸岳著 講談社 2020）ID18229 

『じんかん』（今村翔吾著  講談社 2020）

ID18230 ※ 

『江戸の夢びらき』（松井今朝子著  文藝春秋

2020）ID18238 

『きたきた捕物帖』（宮部みゆき著 PHP 研究所

2020）ID18239※ request  

『贖罪-ナチス副総統ルドルフ・ヘスの戦争』（吉田

喜重著 文藝春秋 2020）ID18220 

『ザシキワラシと婆さま夜語り-遠野のむかし話』

（佐々木喜善著 河出書房新社 2020）ID18223 

『あの本は読まれているか』（ラーラ・プレスコッ

ト著 吉澤康子訳 東京創元社 2020）ID18240 

『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』（ジェスミン・

ウォード著 石川由美子訳 作品社）ID18224 

『月の光—現代中国 SF アンソロジー』（ケン・リ

ュー編  大森望ほか訳  早川書房 2020）

ID18231 
 

詩 集 
『五月の風−山尾三省の詩のことば』（山尾三省著 

野草社 2019）ID18225 
 
伝 記 
『わたしはフリーダ・カーロ−絵でたどるその人生』

（マリア・ヘッセ作 宇野和美訳 花伝社 2020） 

教  育 
『校則なくした中学校たったひとつの校長ルール』

（西郷孝彦著 小学館 2019）ID18234 

 
趣 味  
『高峰秀子 おしゃれの流儀』（高峰秀子/斎藤明美

著 筑摩書房 2020）ID18235 

『向田邦子おしゃれの流儀』（向田邦子/かごしま近

代文学館編 新潮社 2015）ID18236 

『美しき小さな雑草の花図鑑』（大作晃一写真 多

田多恵子文 山と渓谷社 2018）ID18221 

『もっと美しき小さな雑草の花図鑑 2020』（大作

晃一写真 多田多恵子文 山と渓谷社 2018）

ID18221 
 
文 庫 
『古代人と夢』（西郷信綱著 平凡社ライブラリー）

ID18232 

新 書 
『還暦からの底力』（出口治明著 講談社現代新書

2020）ID18233 

沙羅の樹文庫だより  No.168-2  

2020年 7月に入った大人の本 

 

徒然なるままに・・・ 
◆毎日毎日新型コロナの東京および世田谷
の感染者の動向をチェックし、一喜一憂し
ていましたが、ほとほと嫌になってきたこ
の頃です。 
◆６月の文庫便りに読書中と書いた『暇な
んかないわ 大切なことを考えるのに忙し
くて−ル=グウィンのエッセイ−』ですが、な
かなか進みません。でも平行して彼女の『ラ
ウィーリア』（谷垣暁美訳）という本も読
み始めています。そんな折、テレビの「こ
ころの時代」で翻訳家・清水眞砂子さんが、
若い時ル=グウィンの『ゲド戦記』（清水訳）
に魅せられて英語教師を辞め翻訳家になっ
たと聞きました。清水さんの言うゲドの成
長をちゃんと理解できていなかったと思い
つつ、難しいけれど、ル=グウィンがウェル
ギリウス著『アエネーイス』の中から「ラ
ウィーリア」を選び作り上げたこの物語に
今目が離せません。 
◆ BS3 午後の洋画を時折録画して観ていま
す。ご覧になった方も多いと思いますが、
「眼下の敵」(ロバート・ミッチャムとクル
ト・ユルゲンスの知能戦と男らしさ)「 E.T.」
（封切り当時渋谷東急で子どもたちとしっ
かり観たつもりが、空を自転車で飛ぶシー
ンだけで細部はまるで憶えていませんでし
た。）「老人と海」と 
「炎のランナー」は 
まだ途中。懐古趣味に 
浸るのも何ですが、い 
い映画は今もいい。今 
上映中の映画もみたい 
ものがありますがまだ 
足を運ぶ勇気がないで 
す。         
友人宅に咲いた ⇒ 
月・下・美・人 
 
（今月もぼーっとしている、さ・ら） 

 
 
 

ID18237 

 

 猫ちぐら コロナの日々に作りました ! (中村慎一) 

 


