
	 	  

『チェコの挿絵とおとぎ話の世界』（PIE 出版）より 

	 	 		

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

	  

開館スケジュール� 

もうしばらく予約制でお願いします	
◆12 月は通常 19 日（土）と 20 日（日）	
	 20 日午前は子どもの時間とします。	

★クリスマスお楽しみ会★	
	 	 20 日（日）午前 10:30〜11:45	
プレゼント、ひとり５００円程度のもの持参	

コロナ感染を避け３密で	
例年より小規模で行います。	

◆新年 1 月は通常 16 日（土）と 17 日（日）	
◆2 月は通常 20 日（土）と 21 日（日）	
◆3 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１０：３０〜１２：３０			

	
※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１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	

☎0557-51-3737	
ホームページ：saranokibunko.com	

	

 NO.173(20 年 12 月号)	

 

八人の 子供むつまし クリスマス 
               正岡 子規 

    ・・・    ・・・ 
星のゆき 
星のゆきふるクリスマスイブ 
星を聴き 
星と息するクリスマスの夜 
             高畑 耕治 

 ・・・   ・・・    ・・・ 
クリスマスの温もりと喜びは、家か
ら家へ、心から心へ、一つの場所か
ら他の場所へと伝わり、私たちをお
互いに近づけてくれる。         
         エミリー・マシューズ 
 

文庫あれこれ◆今年は三の酉までありました。お

酉様が三の酉まである年は火事が多いのよ、と祖母が

言っていたのを思い出します。もう少しすると、歳の

市とか、羽子板市もありますね。みんな、来る年の幸

せと繁栄を願って熊手や縁起物を買って神棚に飾り

ましたね。お正月にはだるま市。だるまさんの片目だ

け入れて、願いが叶うともう片方にも墨をいれました

ねえ ! 日本のくらしの習慣、ずっと忘れていました。

◆新型コロナさんがますます暴れまわっています。今

まで少なかった市町村まで急増ですね。隔月に原稿を

寄せてくれる亜子さんの住む旭川が患者を受け入れ

る医療機関のクラスターなどでニュースに。 Go To

キャンペーンも見直されるとか、と書いていたら、さ

らにひどいことに!! ◆朝の冷え込みにぶるぶるして

いたら、今日（17 日）、新聞、テレビは雪だより。

雪がコロナを洗い流してくれないかなあ。それなのに

東京感染者数過去最多 822 名。◆それでも時は止ま

らず、クリスマスが近づき、新しい年もやって来ます。

私はどちらかと言えば八百万の神、仏さまのほうが馴

染みなのですが、この時期はやっぱりクリスマス。み

んな、おうちでクリスマスにちなんだ本など読んで静

かなひとときを過ごしましょう。密は禁物ですよ。◆

さあてこうなると、文庫のクリスマス会できるかな

あ。クリスマスソングをみんなで歌うのはやめにしま

したが、たくさん楽しいお話おきかせしたいのです

が・・・。◆今日 18 日来る時、新横浜のホームから

富士山が!! そして富戸の海の向こうに大島が、とても

間近にくっきり。みんな見て見てと周りの人に声をか

けたいほど自慢の景色。それなのに、お客さんはスマ

ホを見ているか、うたた寝・・・。乗客は一時より多

かったです。Go To トラヴェルの人たちでしょうか。

◆沙羅の樹文庫は３ヶ月休館 &予約制の 2020年で

したが、文庫に来てくださった人、これを読んでくだ

さっている方、世界中の人々が受けている試練です。

もう少し、辛抱して、思いやって、工夫して、見つけ

て、それぞれの日々を、笑って過ごしましょう。お日

様は毎日のぼってきます。そして朗報!!小惑星探査

機・はやぶさ２の快挙はうれしかったですね。◆新し

い年に備えて縁起物の置物を作っている会員 T さん

から来年の干支の丑さんを一つ届けていただいて文

庫に飾りましょう。お元気でよい年越しを。（西村）         
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「マンガ	 認知症	」	

(ニコ・ニコルソン、佐藤眞一著	 ちくま 
新書 2020) 

 
――認知症の人の心の奥底を知る―― 

著者のニコ・ニコルソンさんは漫画家。東京で仕

事をしていたのだが、東日本大震災をきっかけに宮

城県に住む祖母が認知症になってしまった。環境の

激変によるものらしい。母が介護するものの、とて

も母の手にはおえなくなり、ニコさんも実家に帰り、

一緒に祖母の認知症の介護に関わることになる。祖

母を二人で介護する日常をマンガにしたのが本書。

新書という小さな本だが、認知症に関する様々な症

状や疑問を網羅していると言っていいほど充実し

た内容だ。ニコさんと母親が困り果てた問題。たと

えば、「お金を盗まれた」「強盗にあった」と言うの

はなぜか。同じことを何度も聞いてくるのはなぜ？	

突然怒り出すのはどうしてか。高齢者の車の失敗は

なぜ起きる？	 排泄を失敗したり、便を弄ぶのはど

うして？	 などなど認知症の疑問に答えを出して

くれる。しかも、この本のすばらしいところは、お

ばあちゃんの表情やしぐさがかわいいこともあり、

クスクス笑えること。もちろん深刻なことを知るこ

とにはなるが、悲しみが笑いに変化する。 
 
漫画家のニコさんとタッグを組んで、認知症の心

理学の専門家、佐藤眞一氏が一つひとつの症状に専

門的な解説を加えている。その解説が実にわかりや

すく、この本に厚みと深さを加えている。前頭葉、

頭頂葉、後頭葉、側頭葉、小脳、など、脳のどの部

分が縮小して、どんな行動が起こるのか図解してあ 

 
 

る（私はこれをノートに写した）。例えば、前頭葉

が縮むと予定が立てられない、料理ができなくなる、

暗算ができない、暴言を吐く、表情が読み取れない

など、社会的認知や遂行能力が衰える。頭頂葉が縮

小すると、洋服の脱ぎ着ができない、迷子になる、

など知覚運動能力が衰える。側頭葉が縮むと、短期

記憶ができなくなり、新しいことを覚えられない、

同じことを何度も聞いてくるなどの症状が出る。長

期記憶が衰えると言葉の意味がわからない、自分の

体験を忘れるなど・・・。普段ギモンに感じている

あれこれの認知症は巻末の索引で何章を読めばよ

いのか、すぐに調べられる。それと同時に、周辺症

状（多動、徘徊、不潔症、異食、性的逸脱、妄想、

幻覚）も解説してある。実は、認知症の人自身、不

安のなかにいるらしい。その心の不安をどのように

受け止めて対処していけばいいのか、介護する側の

人間も知らない秘密、ヒントがたくさんある。それ

はありがたかったが、そんなに単純明快にわりきれ

ないことも確かにある。 
	

私も日々、認知症の叔母と会話している。あの頭

脳明晰な人がここまで衰えるのか、と愕然とする。

本人も「言葉が霧の中に消えていく」と不安そうに

言う。自分が、まだいろいろわかるうちに最後の場

所を決めておく、と言って老人ホームに入居したが、

「ここは鍵のない牢獄でもある」と言いだしたので、

悲しくなった。	

	

この本は、明るくて笑って読める認知症の本では

あるが、正直言うと、自分が将来的に認知症になっ

た時のことを考えこみやるせない気持ちにもなる。 

徒然なるままに・・・   （さ・ら） 
★タイトルが面白そうで入れた本に、『アロハ
で猟師、はじめました』という本がある。も
ちろん入れただけで未読。                                     
朝日新聞記者日田支局長とい           
う肩書きを持つ近藤康太郎さ 
ん。このコロナの時、濃厚 
接触ならぬ＜農耕接触＞の 
記事（12.16 朝刊）に、 
随分と愉快な気分にさせて 
もらった（随時連載とか）。 
★話かわって、コロナを 
受けて私たちの生活様式 
に変化が出た。ここ大室で 
隠遁生活?をしている方々に 
は、あまり関わりないと思うが。まず小学校
へ行ってクラスの子ども達のひとりひとりの
顔を見て詩や絵本を読んだり、おはなしを語
れなくなった（いつまで続くやら）。で、子ど
もに本の楽しみを伝えてきた人々や、語り手
たちはリモート（Zoom とか）という手段を
使って、サービスを始めている（もちろん、
いいこともある）。でもでも、これは生活の中
の変化でなくて一時的変更だよね、と思いた
い。本来、読み聞かせや語りは、子どもや他
者との身近な触れ合いや温もりの中で行われ
てこその最高の愛情のやりとりだと思うか
ら。奇しくも、「とっとり読み聞かせ通信」に
わが先輩・松岡享子さんがもっと納得ゆくコ
メントを書いてくれていた。読みたいおかあ
さん、文庫でどうぞ。★上の写真は友人 O さ 
                    んの <クリスマスに寄 
          せて>（フラワー・アレ 
          ンジメント）。左は男鹿 
           半島のナマハゲと私。 
          今年は、コロナをもの 
          ともせず、よく旅をし 
          ました。（すみません） 

すみません?!）       ・・・・・・ 

          寒月や 
           さて行く末の 
             丁と半 
           （変哲こと小沢昭一） 
 

	  

 
 

	 	  

 



絵 本 
『といれ』（新井洋行作・絵 偕成社）ID13472                  

『てあらいできるかな』（きむらゆういちさく 偕

成社 2020）ID13474   

『ねられんねられんかぼちゃのこ』（やぎゅうげん

いちろうさく 福音館書店 2020）ID13473                                              

『あるヘラジカの物語』（星野道夫原案 鈴木まも

る絵と文 あすなろ書房 2020）ID13476                                                     

『氷上カーニバル』（あべ弘士作 のら書店 2020）

ID13475        

『このほん よんでくれ!』（ベネディクト・カルボ

ネリ文 ミカエル・ドゥリュリュー絵 ほむらひ

ろし訳 クレヨンハウス 2020)ID13477      

『シェルパのポルパ 冬虫夏草とおおきなヤク』

（石川直樹文 梨木羊絵 岩波書店）ID13478                        

『ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに』

（たしろちさとえ・ぶん ピーター・ミルワール

ド英訳 女子パウロ会 2014）ID13489           

『クリスマスのよるに』（あべはじめ作  BL出版

2013）ID13490    

『はたらくくるまたちのクリスマス』（シェリー・

ダスキー・リンカー文  AG・フォード絵 福本

友美子訳 ひさかたチャイルド 2019）ID13491 

『ちいさな曲芸師バーナビー』（バーバラ・クーニ

ー再話・絵 末盛千絵子訳 現代企画室） ID13495   

『ゆきのねこ』（ダイヤル・コー・カルサ文と絵     

あきのしょういちろう訳 童話館出版）ID13493 

よみもの 
『拝啓パンクスノットデッドさま』（石川宏千花作 

くもん出版 2020）ID13480 

『この本を盗む者は』（深緑野分著 KADOKAWA  

2020）ID13484    

『ステラ・モンゴメリーの冒険１ 海辺の町の怪

事件』（ジュディス・ロッセル作 日当陽子訳 評

論社 2018）ID13481    『ステラ・モンゴメリ

ーの冒険 2 お屋敷の謎』（ジュディス・ロッセル

作 日当陽子訳 評論社 2019）ID13482                    

『ステラ・モンゴメリーの冒険 3 地底国の秘密』

（ジュディス・ロッセル作 日当陽子訳 評論社

2020）ID13483                            

『かるいお姫さま』（ジョージ・マクドナルド作 

モーリス・センダック絵 脇明子訳 岩波書店

2020）ID13485                    

『金の鍵』（ジョージ・マクドナルド作 モーリ

ス・センダック絵 脇明子訳 岩波書店 2020）

ID13486                                       

『きらめく共和国』（アンドレス・バルバ著 宇野

和 美 訳  東 京 創 元 社 2020 ） ID13487                                                 

『ヒトラーにぬすまれたももいろうさぎ』（ジュデ

ィス・カー作 松本享子訳 評論社）ID13479       

        ★映画「ヒトラーに盗られたうさぎ」の原作    

『おじいちゃんとの最後の旅』（ウルフ・スタルク

作 菱木晃子訳 徳間書店 2020）ID13488                                       

『最後のひと葉』（オー・ヘンリー作 金原瑞人訳   

 岩波少年文庫 2001）ID13492 

『パディントンのクリスマス』（マイケル・ボンド

作 松岡享子訳 福音館書店） ID13494 

    

 クリスマスの絵本（別置してあります） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2020年 12月に入った子どもの本 
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フィクション 
『みがわり』（青山七恵著  幻冬舎 2020）

ID18386   

『滅びの前のシャングリラ』（凪良ゆう著 中央公

論新社 2020）ID18387    

『オルタネート』（加藤シゲアキ著 新潮社 2020）

ID18388     

『家族じまい』（桜木紫乃著 集英社 2020）

ID18389     

『始まりの木』（夏川草介著 小学館 2020）

ID18390   

『十字架のカルテ』（知念実希人著 小学館 2020）

ID18391    

『長い道・同級会』（柏原兵三著 小学館 2018）

ID18392     

『ワカタケル』（池澤夏樹著 日本経済新聞出版

2020）ID18393    

『業平−小説伊勢物語』（高樹のぶ子著 日経 BP/

日本経済新聞出版 2020）ID18394   

『レイラの最後の 10分 38秒』（エリフ・シャフ

ァク著 北田絵里子訳 早川書房 2020）ID18396    

『ネヴァー・ゲーム』（ジェフリー・ディーヴァー

著 池田真紀子訳 文藝春秋 2020）ID18397    

『プリズン・ブック・クラブ−コリンズ・ベイ刑務

所読書会の一年』（アン・ウォームズリー著 向井

和美訳 紀伊国屋書店 2016）ID18395   

エッセイほか 
『人生のレシピ−哲学の扉の向こう』（神崎繁著 

岩波書店 2020）ID18398  

『気がつけば、終着駅』（佐藤愛子著 中央公論新

社 2019）ID18399   

『江之浦奇譚』（杉本博司著 岩波書店 2020）  

ID18400   

『こどもの目をおとなの目に重ねて』（中村桂子著 

青土社 2020）ID18401     

『幻のえにし−渡辺京二発言集』（渡辺京二著 弦

書房 2020）ID18402    

『アジアをめぐる大国興亡史 1902−1972(中西

輝政古希記念論集)』（中西輝政著  PHP 研究所

2020）ID18403   ★ REQUEST     

『シルクロード世界史』（森安孝夫著  講談社

2020）ID18404    

『クリスマス詩集—この清き夜に』（森田進編 日

本キリスト教団出版局 2005）ID18405    

新 書 
『ペルソナ−脳に潜む闇』（中野信子著 講談社現

代新書 2020）ID18379  

『たちどまって考える』（ヤマザキマリ著 中公新

書ラクレ 2020）ID18380   

『悲しみとともにどう生きるか』（入江杏編著、柳

田邦男、若松英輔、星野智幸他著 集英社新書

2020）ID18381    

『モーツアルト よみがえる天才３』（岡田暁生著 

ちくまプリまー新書 2020）ID18382   

『マンガ認知症』（ニコ・ニコルソン、佐藤眞一著 

ちくま新書 2020）ID18384    

文  庫  
『ビブリア古書堂の事件手帖〜扉子と不思議な客

人たち〜』（三上延著 KADOKAWA・メディア

ワークス文庫）ID18376      

『天久鷹央の推理カルテ 1』（知念実希人著 新潮

文庫）ID18377       

『侍女のものがたり』（マーガレット・アトウッド

著 斎藤英治訳 ハヤカワ文庫）ID18378      

『家康５ 本能寺の変』（安部龍太郎著 幻冬舎時 

代小説文庫）ID18385  

『JR 上野駅公園口』（柳美里著  河出文庫）

ID18406 

2020年 12月に入った大人の本 

大人の本・・・ 
◉今年は三島由紀夫が亡くなって 50年で、多方面
のマスコミで彼の作品、人生が取り上げられまし
た。学生の頃、『午後の曳航』を読みかけて彼の
文章が描く世界に引きこまれそうになって恐怖
を感じやめてしまって以来、避けてきましたが、
いつか読もうと三島の本は文庫に何冊もありま
す。『金閣を焼かねばならぬ−林養賢と三島由紀
夫』（内海健著）が大佛次郎賞。精神科医はどう
分析したのか、来月入れますね。 
◉柳美里の『JR上野駅公園口』が、全米図書賞（翻
訳文学部門）を受賞しました。今月文庫に入れま
した。ほかに『家族シネマ』『命』『水辺のゆりか
ご』が入っています。 
◉世田谷一家殺害事件が起きて今年で 20 年。12
月 30日、私は大室でそのニュースを知りました。
時折、宮澤さんの家の近 
くを通ります。今月妹さん編 
集『悲しみとともにどう生き 
るか』を入れました。 
◉昨年、アメリカで一番売れた 
本『ザリガニの鳴くところ』 
を読んでいます。友人たちに 
評判です。紹介してくれた亜 
子さんとまた違った感想も聞 
かれます。 
◉ユヴァル・ノア・ハラリ著 
『サピエンス全史 上・下』 
も、文庫では神崎さんが楽し 
く紹介してくれましたが、テ 
レビで作者の話を聞いて、さ 
らに関心を持った人もいて、 
よく読まれているようです。 
文庫の方にはどうだったので 
しょうか。 
◉昔ある人が語って心に残った 
別役実さん（20．3.3死去）の 
童話を憶え始めました。 
♥ 1月にはみなさんの一押しを 
お伝えできたらと思います。♥    

      沙羅の樹文庫だより  No.173-2 

 

 

 
20.12.13でも黄
葉真っ只中の
公 孫 樹 の 並
木、むこうに白
亜の国会議事
堂。（ジョギン
グ夫さん撮影） 


