
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

    

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

２０２０年・開館スケジュール

7月は４ヶ月ぶりの開館でした!! 
★今後も、コロナの影響で、 
開館日はすべて予定です★ 

◆8月の開館日・時間は下記の通りです。 
  8日（土）〜10日（月）10:00〜15:00 
◆9月は通常 19日（土）と 20 日（日） 

来館時間事前予約制 
  開館時間は 19日 13:00〜17:00 
   20 日 10:00〜12:00子ども（&付添い） 
     13:00〜15:00大人 

✿おはなし会「初秋に寄せて」は 20日✿ 
子どものためは、10：30〜11:30（晴天のみ） 

大きい人のためは、15:30〜17:00 
◆10月は通常 17日（土）と 18 日（日） 
◆11月は通常 14日（土）と 15 日（日）     

✿子どものためのおはなし会： 
10月から始められるといいですね✿ 
♥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 
             

〒413-0235  伊東市大室高原 7−１２２ 
  ホームページ：saranokibunko.com   

0557513737(みんなみんな) 
 

文庫あれこれ◆表紙の写真は、本来ならオリンピッ

ク開催初日に全国各地であげられるはずだった花火の

１シーンです（友人からの転送動画を切り取りました）。

◆さまざまな混乱の中、感染者は全国的に増大し、唯一

無人だった岩手県もついに!◆そのような時期ですが、

８月も、3 密を軸に来館時間をずらし開館します。何と

か東京で４ヶ月の図書データも入力し直し、８月の新入

庫本も入力しました。８月から新しいパソコンで、貸借

作業もできる見込みです（パソコンおじさんよろしく、

です）。◆昨日６日は、広島に原爆が落ちて 75 年式典

がやはり密を避けた状態で行われました。わが夫さんは

岡山の疎開先から母に背負われて、原爆投下１週間目に

祖父を探して広島の街を歩いた?でそうです。表紙のな

なおさかきさんの詩、胸に刺さりますね。◆やはり昨日

録画で黒澤明監督の「八月の狂詩曲」（原作・村田喜代

子『鍋の中』）を観ました。長崎の原爆 40 年後の話で

した。村瀬幸子という性格俳優が主演で、当時 85 歳く

らい。風雨の中のラストシーンは心に残りました。◆私

は地方都市で終戦直前の B29 襲来で、田んぼのあぜ道

を乳母車に荷を積んで私を背負った祖母が小川に転落

し、濡れ布団をかぶって爆弾を逃れた話を聞かされてい

るうちに、まだ 2 歳になる前で記憶などあろう筈もな

いのに、原体験のように瞼にその情景が浮かびます。◆

ちいさな諍いや差別が大きな戦争を引き起こします。こ

のコロナ蔓延のとき、相手を思いやる心で生きたいもの

です。◆新刊たくさんです。お楽しみに !!（西村）       
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

満 91歳のボケじじいの私と／満 84歳のボケばば

あの女房とはこの頃／毎日競争でトンチンカンを

やり合っている／私が片足に２枚かさねてはいた

まま／もう片足の靴下が見つからないと騒ぐと／

彼女は米も入れてない炊飯器に／スイッチ入れて

ごはんですよと私をよぶ／おかげでさくばくたる

老夫婦の暮らしに／笑いはたえずこれぞ天の恵み

と／図にのって二人ははしゃぎ／明日はどんな珍

しいトンチンカンを／お恵みいただけるかと胸ふ

くらませている／厚かましくも天まで仰ぎ見て… 

〜トンチンカン夫婦（まど・みちお詩）〜 
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ことづて 
 しずむ 新月 
  風あかり 
   いなびかり 
    星あかり 
     射手座はるか 
  銀河系中心から 
   僕の鼻に来てとまる 
    蚊 一ぴき 
・・・・・・・・・・・・・・・ 

1946・８ 
 広島ピカドンから 一年 
    行方知れずの友 さがし歩けば 
 彼の身代わり  
    見つかったのは影の男 
 原爆一閃 
    その肉体 時空の外へ飛び散り 
 残りの影 あざやか 
    コンクリートの階段に 

ななおさかき・詩（『ココペリの足あと』）

より） 

 

 

 
沖縄・ちゅら水族館のジンベエザメ 

 沖縄も急速に感染者が増えていますが、土地の人
も旅行者もお互いを大切にいい旅ができますよう ! 

 

 

『BUTTER（バター）』 
    〈柚木麻子 新潮文庫 2020〉 
   ――バター料理の味わい深さに 

                騙されてはいけない―― 

この物語は、いわゆるノンフィクション・ノベル

なのだが、そう言い切るには少し違和感がある。

２００９年に実際に起きた木嶋佳苗の首都圏連続

不審死事件（結婚詐欺事件）を下敷きにしている

のだが、内容は女友達とは、女の友情とは何か、

という関係性を問う話である。 

事件を簡単に紹介すると、北海道別海町出身の木

嶋佳苗は、団塊の世代の両親のもとで育ち、知的

な雰囲気の家庭の中で早熟すぎるぐらい早熟に体

が成長し、父親に溺愛され母親に疎まれて、東京

の大学に入学する。このときすでに、自分の体は

お金になる、ということに目覚めていた。上京し

てすぐに婚活サイトで何人もの中高年男性と知り

合い、結婚を餌に騙し、多額の現金を援助しても

らい、付き合った男性を次々に殺害し捕まった。

１８歳から３４歳までこうして生活してきたらし

い。彼女は、いわゆる美人でもないし、肥満体で

あった。それなのになぜ、男性は彼女に魅力を感

じたのか。男を引き付けるのに、美人である必要

もないし痩せている必要もない、と彼女は堂々と

主張し、女なら当然感じている、痩せていなくて

は、というストレスもない。 

小説の主人公は、この事件に異常に関心をもち、

独占インタビューをとろうと執念を燃やして追い

かける週刊誌の記者・町田里佳。その友人の怜子 

も梶井真奈子（木嶋）に並々ならぬ関心をもち、 

 

 

里佳に迷惑がられながらも、別の角度から梶井真

奈子とは何者か、に迫っていく。この物語のキー

ワードはビーフシチュー。怜子からのヒントで、

里佳は非常に料理のうまい真奈子にビーフシチュ

ーのレシピを教えてほしいという手紙を書く。お

いしいものの話に飢えていた真奈子から、即座に   

拘置所での取材を許される。彼女が「逮捕直前ま

で書き続けていた、美食と贅沢に溢れたブログ」

は話題になっていた。拘置所の中での二人の対面

はスリルに満ちていてドキドキする。梶井真奈子

にとっては、人生で初めて出会った手ごたえのあ

る女・里佳。マーガリンを使う最低の女として最

初は馬鹿にされていた里佳は、何度も面会するう

ちに、次第に真奈子と対等に渡り合う。彼女の指

示するバターをふんだんに使った料理に次々に挑

戦していくうちに、痩せていた里佳は太っていく。

それをものともせず、編集部の男たちの好奇の視

線にさらされつつも、太ることに抵抗がなくなっ

ていく。大スクープをものにするには命さえ投げ

出す覚悟を決めていた。そして、バターたっぷり

の料理の味わい深さにも目覚めていく。と同時に、

真奈子の真実にも迫るのだが、彼女はどこまでも

仮面の女。核心に触れた、心の琴線に触れた、と

思った瞬間にスルリと逃げていく。自分の本心は

決して明かさず、常に芝居の中の女王さまのよう

にふるまう。頭の切れる女性だ。男性には居心地

のよい場所、おいしい料理、やわらかな体、やさ

しくケアする心を多額の現金の対価として提供し

続けた。それゆえ、男は騙され、どんどん貢いで

いった。里佳はスクープ記事をものにするが、ど 

 

 

んでん返しがある。何が彼女を結婚詐欺に走らせ

たのか？ それは最後までわからないし、それを

追求する小説でもない。謎の女に翻弄されるが、

爽やかな読後感。私もこの本の影響で、バターを

じゃんじゃん使った料理にはまった。  

徒然なるままに・・・ 

✿４人子どもがいるが、いつも勝手に使ってい

る母屋も、休暇くらいは自由に使わせてあげた

い、と思い、８月はそれぞれの家族が何日か大

室にやってくる。今年は特に文庫開館時期を避

けてもらって。✿昨日は、いま大室で明後日私

と交代する３女に頼まれて、娘の家の植物の水

やりに行った。暑い日で自転車で風を受けたが

汗だくだく。ついでにスーパーで買い物をして、

住まいの用賀に戻る途中、馬事公苑前のマンシ

ョンを通り抜けながら、ああ、古井さんも亡く

なって、ここにはもういないのだなあ、と淋し

く思う（古井由吉の本は思いつくまま文庫に入

れたが、いつかの愉しみに読んでいないものが

多い）。✿そう言えば 89 歳で作家デビューし

た『見残しの塔』『禊の塔』の作者・久木綾子

さんも亡くなった（100歳）。歴史小説として

格調高く登場人物の描き方も心惹かれる２作だ

った。✿昔６人家族の食卓に今は２人。互いに

パソコンを置いて、夫は前夜聴いたラジオの情

報を PC で確認し、私は本を入力したり、文庫

便りを作ったりしている。亭主関白を自認して

いた相手がゆるやかになり（相変わらず女房は

こき使うものと思っているようだが）、私たち

夫婦も、まどさんの「トンチンカン夫婦」に近

づいている。✿文庫も 15 年目に入った。準備

も行き来も結構しんどくなっている。いつまで

やれるか、心もとなくなってきた。 （さ・ら） 

 

 



 

絵 本 

『りんごだんだん』（小川忠博写真と文 あすなろ

書房 2020）ID13368   

『なにがはじまるの』（ピーター・メイル著 アー

サー・ロビンスイラストレーション ポール・ウォル

ターデザイン 谷川俊太郎/みむらみちこ訳 河出

書房新社）ID13367  

『つかまえた』（田島征三作 偕成社 2020）

ID13395  

『100 年たったら』（石井睦美文 あべ弘士絵 ア

リス館 2018）ID13369 

『雑草のくらし−あき地の五年間』（甲斐信枝作 福

音館書店）ID13370 

 

よみもの 
『オオカミ王ロボ（あべ弘士のシートン動物記１）』

（ E・T・シートン原作 あべ弘士文・絵 学研プ

ラス 2020）ID13385 

『ミシシッピがくれたもの』（リチャード・ペック

著 斎藤倫子訳 東京創元社）ID13375      

『マジック・ツリーハウス 2 女王フュテピのなぞ』

ID13402       『マジック・ツリーハウス 3 

アマゾン大脱出』ID13383    『マジック・ツ

リーハウス 4  マンモスとなぞの原始人』

ID13404    『マジック・ツリーハウス 10

ジャングルの掟』（メアリー・ポープ・オズボーン

作 食野雅子訳  KADOKAWA）ID13410 

『ベルリン 1933 壁を背にして 上』ID13381  

『ベルリン 1933 壁を背にして 下』（クラウス 

・コルドン作 酒寄進一訳 岩波少年文庫 2020）

ID13382  

   

広瀬さんから第２弾 
絵 本 
『タタタタ』（りとうようい作・絵 すずき出版

2019）ID13376 

『あなたがおとなになったとき』（湯本香樹美文 

はたこうしろう絵 講談社 2019）ID13377    

『ヒロシマ 消えたかぞく』（指田和著 鈴木六郎

写真 ポプラ社 2019）ID13378   課題図書 

『イヌとともだちのバイオリン』（デイビッド・リ

ッチフィールド作 俵万智訳 ポプラ社 2019）

ID13379  

『おさるのこうすけ』（武田美穂作 童心社 2019）

ID13380  

『おもいではきえないよ』（ジョセフ・コエロー作 

アリソン・コルポイズ絵 横山和江訳 文研出版

2019）ID13386 

 

よみもの 
『みちのく妖怪ツアー』（佐々木ひとみ他作 新日

本出版社 2019）ID13387   

『魔女裁判の秘密』（樹葉作 北見葉胡絵 文研出

版 2019）ID13388  

『ビター・ステップ』（高田由紀子作 ポプラ社

2019）ID13389   

『翼もつ者−文学のピースウォーク』（みおちづる

作 新日本出版社 2016）ID13390    

『ずっと見つめていた』（森島いずみ作 偕成社 

2020）ID13396  

『南西の風やや強く』（吉野万里子作 あすなろ書

房 2018）ID13397  

『うちの弟、どうしたらいい ?』（エリナー・ク

ライマー作  小宮由訳  岩波書店 2019）

ID13398   

『スアレス一家は、いつもにぎやか』（メグ・メデ

ィナ作  橋本恵訳  あすなろ書房 2019 ）

ID13399  

『最後のドラゴン』（ガレット・ワイヤー作 三辺

律子訳 あすなろ書房 2019）ID13400   

『おいで、アラスカ!』（アンナ・ウォルツ作 野坂

悦子訳 フレーベル館 2019）ID13393   

『すばらしいオズの魔法使い』（ L・F・ボーム作  

R・イングペン絵 杉田七重訳 西村書店 2019）

ID13394   

2020年 8月に入った子どもの本 

 

9 月にも、広瀬おばさんからの第 3 弾読み物をいれます。お楽しみに。 

 

 

★みんなはお相撲に関心あるかな ? 
本当なら大相撲夏場所は名古屋場所と決まっているので
すが、コロナの影響で、今年は東京の両国国技館で、観
客数をすごく制限して行われました。場所の内容も、波乱
万丈で、横綱２人大関１人が途中休場して、元大関で怪
我をしてずっと下まで落ちた輝の富士と新大関朝乃山ほ
か若手が頑張りました。そして輝の富士が優勝しました。 
みんなは「呼び出し」を知っていますか ?  お相撲さんは
「呼び出し」が名前を呼んだあと、土俵に上がります。「呼
び出し」になりたい男の子の絵本があります。読んでみてく
ださい。（今年の課題絵本） 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       

  

  

                         

                           

               

 

 

   

 

  

左の写真の、土俵に一番近
い座席（砂かぶり）には、お
客さんがいません。四角で、
ふだんは４人入る枡席も１人
がけでした。コロナの感染防
止策です。左の取り組みは、
朝乃山対輝の富士。１３日
目に行ってきました。（さ・ら） 

沙羅の樹文庫だより No.169-2 



フィクション 
『水を縫う』（寺地はるな著 集英社 2020）

ID18241    

『星に仄めかされて』（多和田葉子著  講談社

2020）ID18242     

『土に贖う』（河﨑秋子著  集英社 2020）

ID18243        

『ホテルアルカディア』（石川宗生著  集英社

2020）ID18249   

『破局』（遠野遥著  河出書房新社 2020）

ID18258   *163 回芥川賞  

『少年と犬』（馳星周著  文藝春秋 2020）

ID18259  *163 回直木賞   

『首里の馬』（高山羽根子著 新潮社 2020）

ID18269 *163 回芥川賞 

『暗い林を抜けて』（黒川創著 新潮社 2020）

ID18260 

『輪舞曲』（朝井まかて著  新潮社 2020） 

ID18273    

『サキの忘れ物』（津村記久子著 新潮社 2020）

ID18270    

『赤い砂を蹴る』（石原燃著 文藝春秋 2020）

ID18266  
『チンギス記 ８ 杳冥』（北方謙三著 集英社

2020）ID18268 ＊request 

『百年と一日』（柴崎友香著 筑摩書房 2020）

ID18267  

『逆ソクラテス』（伊坂幸太郎著 集英社 2020）

ID18271  

  

『よそ者たちの愛』（テレツィア・モーラ著 白水

社 2020）ID18250  

『月の光—現代中国 SF アンソロジー』（ケン・リ

ュウ編 早川書房 2020）ID18231    

『三体Ⅱ 上』（劉慈欣著 早川書房）ID18281     

『三体Ⅱ 下』（劉慈欣著 早川書房）ID18282    

『理由のない場所』（イーユン・リー著 篠森ゆり

こ訳 河出書房新社 2020）ID18278     

『オルガ』（ベルンハルト・シュリンク著 松永美

穂訳 新潮社 2020）ID18277 

『彼女たちの部屋』（レティシア・コロンバニ著 齋

藤可津子訳 早川書房 2020）ID18276 
 
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 

『ココペリの足あと』（ななおさかき著 思潮社）

ID18265   9784783731870 

 
エッセイほか 
『会いに行って—静流藤娘紀行』（笙野頼子著 講

談社 2020）ID18244 

『道行や』（伊藤比呂美著  新潮社 2020）

ID18285    

『最後の社主』（樋田毅著  講談社 2020）

ID18246  

『ふだん着の寺田寅彦』（池内了著 平凡社 2020）

ID18289   

 

『旅が好きだ ! —21 人が見つけた新たな世界へ

の扉』（角田光代ほか著 河出書房新社 2020）

ID18251     

『サガレン—樺太/サハリン 境界を旅する』（梯久

美子著  KADOKAWA2020）ID18245   

 

『 <美しい本>の文化誌—装幀百十年の系譜』（臼田

捷治著  Book & Design2020）ID18247 

『甘えの構造』（土居健郎著 弘文堂）ID18264    
 

『アロハで猟師、はじめました』（近藤廉太郎著 河

出書房新社 2020）ID18290 

『蓼食う人々』（遠藤ケイ著 山と渓谷社 2020）

ID18248    

『ホハレ−ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡』（大西暢

夫写真・文 彩流社 2020）ID18284    

 

科 学 

『激甚気象はなぜ起こる』（坪木和久著 新潮社

2020）ID18287  

 

『サピエンス全史−文明の構造と人類の幸福 上』

ID18261      『サピエンス全史−文明の構造と

人類の幸福 下』（ユヴァル・ノア・ハラリ著 柴

田裕之訳 河出書房新社 2016）ID18262   

 
文 庫 
『カレーライス—教室で出会った重松清』（重松清

著 新潮文庫 2020）ID18252  

『Butter』（柚木麻子著  新潮文庫 2020）

ID18253  *今月の紹介文 

『ぼくは 12 歳＜新編＞』（岡真央著 ちくま文庫）

ID18254  

『いきることの意味—ある少年のおいたち』（高史

明著 ちくま文庫）ID18255 

『鳥の歌いまは絶え』（ケイト・ウィルヘルム著 酒

匂真理子訳 創元 SF 文庫 2020）ID18257   

 

新 書 
『五・一五事件—海軍青年将校たちの「昭和維新」』

（小山俊樹著 中公新書 2020）ID18256   

２０２０年 8月に入ったおとなの本 


