
 

謹賀新年&寒中お見舞い 申しあげます。 
昨年末から年始にかけて 10 日間、車旅をしました。 
駿河路から知多半島、北上して長野、山梨と。富士をめぐる
旅でもありました。上記は、富士吉田からみた富士（21.1.1）。
今は、富士はもっと白い姿になっているでしょう。この後も、
新幹線で豪雪の越後湯沢に行きました。車中からは、富士
が雲を従え、遠く、壮大に見えました。友人が立川からのダ
イヤモンド富士の写真をラインで送ってくれました。富士は
日本の様々なところから仰ぐことができます。富士山、あな
たは今の日本を、そこからどんなふうに眺めていますか。  
新型コロナは様相を変えて、ますます私たちの生活を脅か
しています。お互いを思いやり、コロナに侵されることなく、
愉しみを見つけて暮らしましょう。もうしばらくです。 

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

新春の朝日俳壇・歌壇、日経詩歌教養欄より 

よたよたとよたよたと去年今年（高野守弘氏） 

一山の鬨の産声冬木の芽   （岩水ひとみ氏） 

守りたき命のありて冬籠   （齋藤紀子氏） 

咲く前の蝋梅の香を感じつつ （加藤賢氏）   

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
食べられる、歩ける、読める、感動する、 

 も一つ夢は詠える百歳   （松村幸一氏）  
      
テレワーク出来ない人が支えてる 

 文明社会の根っこの部分  （藤山増昭氏） 
 
来む老いに備へておけよの祖師の訓 

「今日晩年」のことばを掲ぐ  （庄司天明氏） 

開館スケジュール🌼 

もうしばらく予約制でお願いします 
◆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） 
◆4月は通常 20日（土祝）と 21日（日祝） 
◆5月は通常 15日（土）と 16 日（日） 
◆6月は通常 20日（土）と 21 日（日） 
◆7月は通常 17日（土）と 18 日（日） 

新型コロナの国全体の感染状況によって、 
開館状況も変わります。 

電話かメールでお問い合わせください。 
 
    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 or 090-6039-3782 
ホームページ：saranokibunko.com 

 

 NO.174(21年 1月号) 
文庫あれこれ◆ 暴れまくる COVID19 を引き連

れたまま、令和３年が始まりました。昨日（21.1.13） 

1 都 3 県に加えて、７県に 

緊急事態宣言が発出されました。 

◆どんなに気をつけていても 

誰もが感染するかもしれない状況で 

す。自分とともに、他の人のことも考 

えての行動が大事ですね。◆そう言いながら、連れ合

いと何日も車旅をしました。厚かましい行為ですが、

今のところ運に助けら、元気です。◆この状況で文庫

を開けることを躊躇しましたが、3 密を避け予約制で

やってきているので、開館することにしました。おい

でになるならないは、ご自分の判断でお決めくださる

と思いますので。呉々も気をつけておいでください。

◆心配していた昨年のクリスマス会、実施できまし

た!! おはなし・沙羅の面々が心を込めて、語り・読み

聞かせ・手遊びを、聴き手に届けました。子どもの人

数は多くはありませんでしたが、付き添いのおとなた

ちもきっと楽しんでくださったと思います。河津の人

が語る、その地で今でも行われている＜鳥精進酒精進

＞も心に残ったことでしょう。◆昨年の数ヶ月、来る

子どもたちは限られていましたが、本を読むことが子

どもの育ちの中で、何かの時に力になってくれること

を信じています。そして、私に、この辺鄙な大室に文

庫を作った初心を思い出させてくれました。◆今年は

開館１５周年です。（５周年の年には東日本大震災、

10 周年には熊本地震や台風など甚大な被害が起き

ました。）今年こそはコロナ終息年にして人々の気持

ち、暮らしをプラス志向にせねば!!。です。しかし現

実には今後、どんな状態で文庫を続けられるかわかり

ません。１５年続けられたのは、支えてくれたスタッ

フと来てくださった利用者のお蔭ですが、夏以降は今

までとは少しちがった形での存続を模索しています。

◆ともかくも、コロナもインフルエンザも自然の脅威 

        にも、本を愉しむ邪魔はしないでも 

        らいましょう。それにしても施政者 

                が変わっても、おんぶしてはならな 

        いことを肝に銘じました。◆少し新 

        刊入れました。もうすぐ芥川賞直木 

        賞の発表ですね◆お体ご自愛の上、 

  アマビエ   今年もよい本に巡りあえますよう。 
縁起笑店・高木京子作                （西村） 
                

 

 

 

 



   『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） 
 

一ひとことです。 

「すごい本を読んでしまった！」一 

             篠崎 ミツ子 

まず、あらすじ。ウルフは年齢については書

かれてはいないけど、小学校 4 年生くらい。

心臓の病気を抱えて大腿骨骨折で入院してい

るおじいちゃんを、病院から連れ出すのだ。両

親だってお医者さんだって、私だって「それは

無理！だめ！」と、叫びたくなる。しかし、ウ

ルフは実に緻密に計画をたてる。パパはおじい

ちゃんのお見舞いにも行かないし規則をキチ

ンと守る人だから、絶対無理。年上の友達で車

が好きなアダムに手伝ってもらおう。おじいち

ゃんから預かったお金で契約が成立する。アダ

ムがパパの代わりに病院に電話し帰宅の許可

を得、車で出発。その日ウルフはサッカーの合

宿に参加し、そこは体育館なので家からの連絡

はできない（うそ）。すごい！ 

次におじいちゃんとパパの対比。ウルフに言

わせると、大雑把なおじいちゃんと規則正しい

生活をするパパ。怒っているときにおじいちゃ

んは壁をたたいたり床をけったり、汚い言葉を

吐いたりと音で示す。パパは機嫌が悪い時は殻

に閉じこもる。 

３つめは、おじいちゃんがわが家に帰りたか

ったわけ。ある瓶を取りに行きたかった。それ

はおじいちゃんにとって残り少ない自分の命

に唯一無二のものだった。中身は何？ 

 

 

 ４つ。計画は予定通り 

実施される。病院にもパ 

パにもばれなかった。し 

かし、ウルフは自分のし 

たことをパパに話す。しかし、パパはウルフが

やったことはうそで、ウルフの言った嘘が本当

なのだと。この場面の二人の対峙。 

５つ。看護師さんたちまでどなりちらすおじ

いちゃん。おじいちゃんはどうしてどなりちら

したり汚い言葉を吐くのか。そのわけは・・・。 

６つ。おじいちゃんは自分の死後をウルフに

問う。「天国に行けるか」「おばあちゃんに会え

るか」おじいちゃんのおばあちゃんへの思いは

胸に迫る。 

7 つ。この物語の文章の最後の 2 行のせつ

なさ。またそのあとの挿絵がうーん、すごくい

い。スタルクはこの作品を書き終えた直後に急

死。その挿絵を彼は見ることができなかった。 

ウルフの年齢からすると、小学校中学年にふ

さわしい本なのかも知れない。しかし、私はパ

パの世代の人にもおじいちゃんの世代の人に

も読んでほしいと思う。老い・死・生きること・

家族・友情・性格・大人と子ども・表面に現れ

ていることと表面にでていないことなどが子

どもにもわかるように書かれている。それもユ

ーモアに包まれてね。 

最後に作者の名前もウルフ。すごい。 

★もちろん、文庫に入っています( ID13488) 

紹介者篠崎さんは茨城・常総市在住で、子どもの本の仲
間。学校や図書館で子どもたちに読み聞かせなどをされ
ています。 

❁大人の人にもおすすめです❁
徒然なるままに・・・ （さ・ら） 
✿連れ合いは、夜中のラジ   

オやネット、テレビから情報   

をキャッチし、わたしは新聞   

から。私が、こんなことが、と   

言うと、すでに知っていて、    

新聞を石器時代の代ものと   

揶揄する。でも、私は新聞の   

記事の字を読んでいろいろ    

学ばせてもらい、文庫便りの   

種にも使わせてもらっている。 

日本海にかかった虹２つ（男鹿半島から） 

✿のっけから亡くなった方の話で恐縮。「民主主義のす

ぐ隣りにファシズムはある。そのことを国民はしっかり意

識しなければならない。」 今日（1.14）の朝日天声人語

に書かれた半藤一利さんのことば。あまり社会に目を向

けるほうではないが、この言葉にドキッとする。しばらくお

休みしている森林浴さんにと、結構半藤さんの本を入れ

ているが、自分はタイトルのみで中味は未読。東京大空

襲の時、住まいの深川を逃げ惑ったのが、現代史を突

き詰めるもとになったと。   （著書、別置しておきます） 

✿もう一人、娘に教えてもらって以来、まだ読み切れて

いない『アイヌ歌謡集』（ ID6146 ） ） 『銀のしずく』

（ID6636）の著者の知里幸恵。1.13夕刊「現場へ ! アイ

ヌの魂２」を読んで、19 歳で早逝した彼女の叡智と志と

業績を改めて痛感。文庫に入れても未読未読、読みか

け読みかけ・・・。私は本当に読書が好きなのか !  

✿昨年、子どもの本の紹介本を出した。つたないも

のであるが、その冊子を通して新しい縁がいくつも

できた。本によってまた世界が広がったのが嬉しい。 

✿気が多い私、好きな役者はたくさんいるが、上川隆也

もそのひとり。彼がメインキャストのドラマがまた始まる。

主題歌（小田和正作）が朝刊に。このコロナの時期に心

やすらぐ。 
 
＜風を待って （２番抜粋）＞・・・ずっと待っていた風が今吹

いた/まるでやさしい声で話しかけるように吹いた/It‘s 

going to be all raight きっと大丈夫/まだ何もみつからな

くても/空の青さに守られながら/ゆっくり歩いて行こう・・・ 

 

 

 

 



絵 本 

『ブルくんかくれんぼ』（ふくざわゆみこさく 福

音館書店 2005）ID13496 

『ねえ どっちがすき?』（安江リエぶん 降矢

奈々え 福音館書店 1998）ID13497   

『みえないこいぬぽっち』（ワンダ・ガアグ作 こ

みやゆう訳 好学社 2020）ID13498    

『ゆきのひのおくりもの』（ポール・フランソワ文   

 ゲルダ・ミューラー絵 ふしみみさお訳 鈴木

出版）ID13499  

『ふゆのはなさいた』（安東みきえ文 吉田尚令絵   

 アリス館 2019）ID13500 

『しあわせなときの地図』（フラン・ヌニョ文 ス

ザンナ・セレイ絵 宇野和美訳 ほるぷ出版

2020）ID13501     

『ジョナスのかさ』（ジョシュ・クルート文 アイ

リーン・ライアン・イーウェン絵 千葉茂樹訳 光

村教育図書）ID13502     

『魔法の箱—ラトビアの民話をもとにした物語』

（三木卓文 グナ・ミケルソネ絵 写真文化首

都・北海道「写真の町」東川町 2020）ID13503     

『ニマとおにばば』（ピエール・ベルトラン文 チ

ェン・ジャンホン絵 平岡敦訳 徳間書店 2020） 

ID13504 

 科学絵本 

『ふゆとみずのまほう こおり』（片平孝写真・文 

ポプラ社 2019）ID13505  
 
よみもの     
『おとうさんとぼく』（ e.o.ブラウエン作 岩波少

年文庫 2018）ID13506      

『ルーパートのいた夏』（ヒラリー・マッカイ作   

 冨永星訳 徳間書店 2020）ID13507        

『ぼくたちの答え』（椰月美智子著 角川春樹事務

所 2020）ID13508      

『緑の髪のパオリーノ』（ジャンニ・ロダーリ著   

 内田洋子訳 講談社文庫）ID13509  
★上の２冊は通常一般書に分類されますが、中高生にもぜ
ひ読んでほしいと思い児童書にしました。 
 

詩 集 
『だるまさんがころんだ』（飯塚須磨子詩 たるい

しまこ絵 リーブル 2020）★著者から寄贈。飯塚さ

んは沼津で子どもの本のお店を開いています。 
 
参考図書  
『昔話からのメッセージ ろばの子』（小澤俊夫著 

小澤昔ばなし研究所 2007）ID13510      

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

富士急マンガ電車（大月行き・都留市駅を出発した） 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2０２０年読んで楽しかった本 

       子どもの本その１ 

Sちゃん★14歳、明日の時間割（鈴木るりか著） 

  ID12922 ★決定版長くつ下のピッピの本 

（リンドグレーン作） ID12877 

Eちゃん★かいけつゾロリシリーズ（原ゆたか

作）*文庫に４冊あり  ★お化け図鑑（未所蔵）  

Sちゃん★ミッケ・迷路 

                 （文庫にあるが詳細不明） 

Aちゃん★星の子（今村夏子著）ID17097 

2021 年 1 月に入った子どもの本	 ★この本よんだよ	!!★ 
	 	 	 	 	 	 	  

	 小学１年	 西村惟直	

『さかさ町』（F.エマーソン・	
アンドリュース作	 ルイス・ス	

ロボドキン絵	 岩波書店 2015）	
	
	 ぼくは、『さかさ町』という	
本をよみました。この本のおも	

しろかったところは、ぜんぶが	

はんたいなところです。たとえ	

ば、かいてあることばがひっくりかえっていた

り、おとながあそんで子どもがはたらいている

ところです。	

	 もしぼくがさかさ町にすめたら、まい日たの

しいとおもいます。どうしてかというと、たと

えばレストランにいったら、ごはんのまえにデ

ザートが出てきます。さいしょにデザートがた

べられたら、うれしいです。あと、「あついもの

がたべたいです。」っていったらつめたいたべも

のが出てきたら、おもしろそうだとおもいます。

さかさ町には、べんりなものもいっぱいありま

す。ボンドはものをくっつけるものだけど、ド

ンボはまちがえてくっつけちゃったものをはな

すものです。かい中でんとうじゃなくて、かい

中しょうとうもあります。おじいさんがおひる

ねするときつければいいし、しずかにかくれん

ぼができるからべんりです。	

	 だけど、ぼくは、さかさ小学校にはいきたく

ないです。どうしてかというと、さかさ小学校

には、おぼえるんじゃなくてわすれるじゅぎょ

うがあります。ぼくはやっぱりおぼえるほうが

いいです。わすれることはいえでできるし、学

校はふつうおぼえるところです。	

	 さかさ町がほんとうにあったら、ぜったいに

いってみたいけど、りょこうで十日くらいでい

いです。  



 フィクション 
『ダリウスは今日も生きづらい』（アティーブ・コ

ラーム著 三辺律子訳 集英社 2020）ID18408       

『犬がいた季節』（伊吹有喜著 双葉社 2020）

ID18410       *以上２冊は高校生にもオススメ。  

『月まで三キロ』（伊与原新著 新潮社 2018）

ID18409  * request 

『 去 年 の 雪 』（ 江 國 香 織 著  新 潮 社 2020）

ID18430  * request 

『たかが殺人じゃないか—昭和 24 年の推理小説』

（辻真先著 東京創元社 2020）ID18411         

『チンギス紀 7 虎落（もがり）』（北方謙三著 集

英社 2020）ID18417         *続巻は 2 月に       

『北条五代 上』（火坂雅志・伊東潤著 朝日新聞

出版 2020）ID18421 『北条五代 下』ID18422   
 

 『ノーザン・ライツ』（ハワード・ノーマン著 川

野太郎訳 みすず書房 2020）ID18413        

『サンソン回想録—フランス革命を生きた死刑執

行人の物語』（オノレ・ド・バルザック著 安達正

勝訳 国書刊行会 2020）ID18414       

 

エッセイほか 
『谷崎潤一郎を知っていますか—愛と美の巨人を

読む』（阿刀田高著 新潮社 2020）ID18424      

『死ぬまでに行きたい海』（岸本佐知子著 スイッ

チ・パブリッシング 2020）ID18415      

『樹は語る—芽生え・熊棚・空飛ぶ果実』（清和研

二著 築地書館 2015）ID18412         

『空洞のなかみ』（松重豊著 毎日新聞出版 2020）

ID18428     

『ベニシアと正、人生の秋に』（梶山正/ベニシア・

スタンリー・スミス著 風土社）ID18427      

 

新 書 
『三島由紀夫—悲劇への欲動』（佐藤秀明著 岩波

新書 2020）ID18429     
 

文 庫 
『城をひとつ—戦国北条奇略伝』（伊東潤著 新潮

文庫 2020）ID18420  *北条五代と一緒にどうぞ     

『神（カムイ）の涙』（馳星周著 実業之日本社文

庫 2020）ID18425     

『家康 ６ 小牧・長久手の戦い』（安部龍太郎著 

幻冬舎時代小説文庫 2020）ID18426  *完結篇 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 
2０２０年読んで良かったお薦め本 

        文庫のおとなから その１ 

★天に星地に花（帚木蓬生著） ID15747（K） 

★モンテレッジオ小さな村の旅する本屋の物

語（内田洋子著）          ID17549（Y） 

★鶴見俊輔伝（黒川創著）  ID18106（S）  

★霧の橋（乙川優三郎著）  ID07019（ I ）  

★ヴィオラかあさん/地球生まれで旅育ち/

立ちどまって考える（ヤマザキマリ著）等    

     ID17851、18012、18380 (Tほか) 

★夫の後始末 正続（曽野綾子著）未所蔵 (T)  

★あの本は読まれているか（ラーラ・プレス

コット著）                   ID18240

（K）  

★アルジェリア、シャラ通りの小さな書店（カ

ウテル・アディミ著）    ID18166（Kほか） 

★ザリガニの鳴くところ（ティーリア・オーエ

ン著）         ID18308（Mほか） 

★洟をたらした神（吉野せい著） ID9496（M） 

★銀河食堂の夜（さだまさし著）ID17686（M） 

★獣の奏者 上下（上橋菜穂子著）ID2881,２ 

  鹿の王 上下（上橋菜穂子著）ID15807,8 

                                     （S） 

★口笛の上手な白雪姫（小川洋子著）    

                           ID17396（K）  

★写真集 花のある遠景（西江雅之著）     

                           ID16495（O） 

★月にハミング、フラミンゴ・ボーイ（マイケ  

ル・モーパーゴ作）!D11738, ID13354（N） 

★罪の轍（奥田英朗著）   ID18057（T） 

★長女たち（篠田節子著）  ID15515（T） 

★湖の女たち（吉田修一   ID18407（T） 

★やがて満ちてくる光の（梨木香歩著）     

                          ID17996（ YN） 

★三島屋変調百物語事始〜（宮部みゆき著） 

   *シリーズ全６巻         ID6617（ YN） 

         *最後の（）内はオススメ人のイニシャル 

 

  ・・・・    ・・・・ 
       
旅の途中で立

ち寄りまし

た!信長 & 

 今川義元・像 

 

 桶狭間合戦場跡 

近くに義元の墓

あり。 

桶狭間の信長の

勝利は機略でな

く、時の運だっ

た? ? 

2021 年 1 月に入ったおとなの本	

 

 


