
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

	 	 	  
	 	 	 	 	 	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２１年・開館スケジュール

 
今年は、３密を避け、日時・予約制で	

開館しています	
◆6 月は通常 19 日（土）と 20 日（日）	
◆7 月は変則	
	 	 17 日（土）13:00〜17:00	
				18 日（日）10:00〜16:00	
◆8 月も変則 21 日（土）〜23 日（月）	
	 	 	 来館時間は事前にご連絡ください。	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

おはなし会情報	
★第２０回	&ラスト海の日のおはなし会★	
７月２２日（木・祝日）午後４時３０分〜。	
会場：大室山麓・さくらの里・石舞台	
(コロナ禍を考えて場所を変更しました。	
充分な対策をとって実施します。	

ぜひ、最後の海の日のおはなし会を聴きに	
いらしてください)	

❤ ︎開館 15 記念子どものためのおはなし会❤ ︎ 
７月２3日（金・祝日） 

午前１０：３０〜１１：４５  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

	 	 	 	 	 ★お願い★	
文庫は今年７月、開館１５周年を迎

えます。	
在庫図書整理のため、	
９月、１０月、１１月は	

休館します。	
新たに出発するために、	

７月、８月には貸出中の図書を	
一旦返却していただきます。	

お返しのない方には、僭越ですが	
貸出図書代金を	

お支払いただきますので、	
必ずお返しくださいますよう	
お願い申しあげます。	
沙羅の樹文庫	 西村	敦子	
（0557-51-3737）	
(090-6039-3782)	

	

 

 

祗園精舎の鐘の声  
 諸行無常の響きあり 
  娑羅双樹の花の色  
   盛者必衰の理をあらはす 
     （平家物語巻１から） 
❀   ❀   ❀   ❀   ❀ 

褐色の根府川石に 
 白き花はたと落ちたり、 
  ありとしも青葉がくれに 
   見えざりしさらの木の花。 
   （森鴎外作・沙羅の木から） 
 

文庫あれこれ◆冒頭はいつも新型コロナのお話で

す。緊急事態宣言が延期された６月２０日も間もな

く。再々延期?オリパラは? でも、ここ大室でもワ

クチン接種は始まったのですよね。私も一回目済ま

せて来ました。利き腕の肩に接種して、翌日までち

ょっと上腕に痛みがありましたが、副作用らしきも

のはありませんでした。二回目がちょっと大変だと

か。早く済ませたいものです（それで OK というわ

けではありませんが）。◆文庫便りの栞を読んでくだ

さった方はご存知と思いますが、今月の表紙の言の

葉は、文庫の名の謂れである平家物語のはじめと鴎

外の詩です。（今号に若葉のころのおはなし会の感想

を書いてくださった宮崎さんもその中に鴎外の詩を

書いてくださったのですが、割愛させていただきま

した）◆そして今、ヒメシャラの小さな白い花が音

もなく落ちてきて、上を見てごらん、咲いたよ咲い

たよ、と教えてくれています。わかってるって、地

面が花の絨毯だもの。◆いつもこの文庫便りを読ん

でくださる会員（入庫の新刊案内だけ?）はどのく

らいいるかしら、と思いながら、拙い文を書き、ま

た多くの方の素晴らしい寄稿で紙面を飾っていただ

き、ここまで休むことなく（昨年休館中も）続けら

れました。スタッフは元より、原稿を寄せてくださ

った文庫の子どもたち、会員、そして遠くから見守

ってくださる方々に感謝申し上げます。◆7 月には

文庫は満１５歳。15 年は高齢者には長く、文庫を

愛してくださった方の中には、あちらに旅立たれた

方もいらっしゃいます。来てくださるだけで、ああ

文庫を開いていてよかった、機会のあるたびに原稿

を寄せて無言の励ましをくださった、そんな方々に

も心からお礼を申し上げます。◆本好きのみなさん

の喜ぶお顔が見たくて、たくさんの本を買い集めま

したが、次の再開時からは、私的にそれもかないま

せんことをお伝えしておきます。それでも、この１

６,５００冊の中には、まだ読まれていない本がある

はずです。毎月長い時間をかけて必ず１０冊借りて

いらっしゃる S さんのように、棚の奥から掘り起こ

してお読みいただければと願います。◆梅雨に入っ

たばかりですが、季節は夏に向かってひた走り、旅

先で見た稲田もすでに一面緑です。（西村） 

      
 

 

表紙の写真：4 時間 15 分かかって辿り着いた赤湯温
泉・紺青の空とランプ（床から、夫さん撮影） 



スエズ運河を通れるか	 〜『オレンジの種５つ』	
	

	 今年３月にスエズ運河で、ヨーロッパに向かってい

た日本のコンテナ船、エヴァーギヴン号が座礁し、運

河が封鎖状態になるという事故は記憶に新しいかと

思います。この時、数百隻の船が足止めを余儀なくさ

れましたが、一部の船はアフリカ大陸南端の喜望峰を

回るルートを選択したと報じられました。喜望峰ルー

トはスエズ運河を通過するより少なくとも１０日、船

の速度や気象条件によっては２週間も余分にかかる

そうです。	
	

	 このニュースに接して真っ先に思い出したのは『オ

レンジの種５つ』（短編集「シャーロック・ホームズ

の冒険」に所収）でした。オレンジの種が５つ入った

封筒が届いたあと、殺人が起こります。最初はインド

のポンディシェリから差し出された手紙がイギリス

南部のホーシャムに届いてから 7 週間後に、そこに住

むイライアス・オープンショウが殺されます。２度目

は、イギリス・スコットランドのダンディから出され

た手紙がホーシャムに届いてから４日目に、イライア

スの弟であるジョゼフが殺されます。３度目は、ロン

ドン東局から出された手紙がやはりホーシャムに届

いてから２日後に、ジョゼフの息子ジョンが殺される

のです。	
	

	 オレンジの種５つは殺害予告なのですが、郵便物と

殺人犯の到着にタイムラグがあります。これをホーム

ズは、	the	difference	between	the	mail	boat	which	

brought	the	letter,	and	the	sailing	vessel	which	

brought	the	writer	 つまり、郵便を運ぶ船とその書

き手を運ぶ船の「違い」だと推理します。	

	

	 １９世紀末は、郵便物は天候に左右されにくい汽船

によって運ばれていましたが、たくさんの荷物を積む

ことができ、風があれば快速で走る帆船もまだ使われ

ていました。つまり郵便物は汽船で運ばれ、殺人犯は

帆船で動いていたわけです。	
	

	 ただここで私が疑問に思ったのは、当時の汽船と帆

船の速力はそれほど差がないどころか、天候によって

は帆船の方がはるかに速く走るのに（J.メイスフィー

ルドの『ニワトリ号一番乗り』を読まれた方ならわか

りますね！）、インドからイギリスまでの「違い」が

７週間もあるというのはなぜかということでした。そ

してふと気づいたのです。「スエズ運河だ！」。	
	

	 スエズ運河は 1869 年に開通しています。この物語

が発表されたのは 1891 年です。動力のある汽船はス

エズ運河を通行できるようになりました。しかし帆船

は喜望峰を回らなければならなかったのです。	
	

	 座礁したエヴァーギヴン号は７日目に離礁でき、ス

エズ運河の通航は再開されました。喜望峰を回った船

たちはちょっと待っていればよかったのに、と思いま

したが、実は事故の前から喜望峰回りの船が増えてい

たという事情がありました。コロナウイルスの感染拡

大により、世界の荷動きは激減しています。少しでも	

運航経費を削減するために

喜望峰回りを選択する船が

あるのだと。え？燃料費が

かさむのになぜ？	 それ以

上に、スエズ運河の通行料

金が高いということです─

コンテナ船１隻につき約４

千万円ですって！		

シャーロック・ホームズを推理する（3）小林	由美	
“若葉のころのおはなし会  ”によせて	 	 	 	 	 	 	
                 宮崎	久子（ゲスト語り手）	
	 コロナ禍にあっても、沙羅の樹文庫は毎月の文庫開
きの日に扉を開け人びとを迎えています。ひとえに、
東京から通勤する敦子オーナーの情熱の賜物です。	
令和３年５月１５日、恒例の「若葉のころのおはな

し会」が、コロナの窮屈な日々にあってさえ、つつが
なく開催されました。敦子さん、文庫のスタッフさん
たちのご尽力だけではなく、シンボルツリー“さらの
き”の祈りに支えられてのことでしょうね。	
白き花が咲くには季節が届かず、一抱えもある大木

に育った沙羅の樹は、若草色の眩しい葉を枝いっぱい
に広げて、迎えてくれるのです。したたる若葉に向き
合ってしつらえたバルコニーに、聴き手の皆さんが腰
をおろし、語り手は巨大な幹に守られるような位置に
立ちます。こうして、“若葉のころのおはなし会”は、
萌えるみどりの下、沙羅の樹文庫の庭で、毎年開催さ
れます。若葉を渡る風も、蕾をつけたバラの垣根も聞
き手となり、時にはウグイスの囀りがゲスト・ストー
リーテラーとして、加わることもあるのですよ。	
わらべうた、詩、世界中からやって来た昔話や、物

語・・・楽しい話、静かに心に沁みる言葉、時に悲し
く、時に笑い転げ、気が付けばおなかいっぱい（だっ
て、お茶とおやつの時間まであるんですから、ね）	
‟楽しいおはなし”に	 酔いしれたあとは、みなさん、
「佳い時間をいただきました！」と、身も心も満ち足
りた思いを、おみやげに帰路につくのです。	
	 おっと、今年のプログラムを	 紹介しなければ、ね。	
「幸福のおみくじや」「雲見の浅間さん」「王さまとお
んどり」「鷺になった観音さま」「おばばのお手玉」「天
狗笑い」「百年一日」からの朗読「野バラ」「シャエの
王女」。聴きにいらした上原佐恵子さんに飛び入りを
お願いしました。さすが、いきなりの依頼にも余裕で、
素敵なおはなしをプレゼントしてくださいました。	
	 ちなみに、翌日の「こどものためのおはなし会」も、
無事、終了できました。	
	 ところで、沙羅の樹文庫のネーミングとなった、シ
ンボルツリー沙羅（夏ツバキ）は、一体、何歳なので
しょうね。高校生だった敦子さんが、初めて出会った
時、既に背丈を越えていたそうですから、多分その時
点で５０歳以上だったと思われます。と、すると、樹
齢１００年は、越えています。１２０歳として“さら
ばばさま”今までの、お守りありがとう。これからも、
どうぞ、言霊の守り、よろしくお願い申しあげます。	 	

	

 
・・・８月号に続く・・・	



絵 本 
『もいもい』（開一夫監修 市原淳作 ディスカヴ

ァー21  2017） ID13591 『もいもい』（開

一夫監修 市原淳作 ディスカヴァー21 2018） 

ID13592  『もいもいどこどこ』（開一夫監修 市

原淳作 ディスカヴァー21  2019） ID13593  

『よるのおと』（たむらしげる著 偕成社 2018） 

ID13594 

『ぼくとがっこう』（谷川俊太郎文 はたこうしろ

う絵 アリス館） ID13595 

『あおいろペンギン』（ペトル・ホラチェック作 

青山南訳 化学同人 2021） ID13596 
 
よみもの 

『マジック・ツリーハウス 21 パリと四人の魔術

師』（メアリー・ポープ・オズボーン作 食野雅子

訳 メディアファクトリー）ID13581 『マジッ

ク・ツリーハウス 22 ユニコーン奇跡の救出 』

ID13582  『マジック・ツリーハウス 23 江戸の

大火と伝説の龍』ID13583 『マジック・ツリー

ハウス 24 ダ・ヴィンチ空を飛ぶ』ID13584  

『夜明けをつれてくる犬』（吉田桃子著 講談社

2021）ID13598 
 

昔 話 
『火の鳥ときつねのリシカ チェコの昔話』（木村

裕子編訳 出久根育絵 岩波少年文庫 2021） 

ID13599   『伊豆民話（新版日本の民話 ４）』

（岸なみ編 未来社 2015） ID13600 
  

詩 集 
『空よ !』（内田麟太郎詩 後藤美月絵 アリス館

2021）ID13601 
 
科学絵本 
『いきものづくし ものづくし 3』（大田黒摩利ほ

か著 福音館書店 2021）ID13597 

フィクション 

『正欲』（朝井リョウ著 新潮社 2021）ID18538 

『泳ぐ者』（青山文平著 新潮社 2021）ID18539 

『月下のサクラ』（柚月裕子著 徳間書店 2021）

ID18541 

『星の時』（クラリッセ・リスペクトル著 河出書

房新社 2021）ID18540 

『戻ってきた娘』（ドナテッラ・ディ・ピエトラン

トニオ著 関口英子訳 小学館 2021）ID18543 

『結婚という物語』（タヤリ・ジョーンズ著 加藤

洋子訳 ハーパーコリンズ・ジャパン 2021）

ID18544 

『ぼく モグラ キツネ 馬』（チャーリー・マッ

ケンジー著 川村元気訳 飛鳥新社２０２１）

ID18545 

 

エッセイ 
『ここじゃない世界に行きたかった』（塩谷舞著 

文藝春秋 2021）ID18546 

『わたしの、本のある日々』（小林聡美著 毎日新

聞出版 2021）ID18547 

『ダンス・イン・ザ・ファーム』（中村明珍著 ミ

シマ社 2021）ID18548 

『あしなが蜂と暮らした夏』（甲斐信枝著 中央公

論新社 2020）ID18549 

『新装版 何がおかしい』（佐藤愛子著 中央公論

新社 2020）ID18561 

『ひまわりの海』（舘野泉著 求龍堂 2004）

ID18571 ★ request 
	
文  庫 
『神様からのひと言』（荻原浩著 光文社文庫

2006）ID18570 

『朽ちないサクラ』（柚月裕子著 徳間文庫 2018）

ID18566 

『ウィトゲンシュタイン家の人びと—闘う家族』

（アレグザンダー・ウォー著 塩原通緒訳 中公

文庫 2021）ID18567 

『王の没落』（イェンセン作 長島要一訳 岩波文

庫 2021）ID18568 

『東京骨灰紀行』（小沢信男著 ちくま文庫 2012）

ID18569 

 

新 書 
『熊楠と幽霊』（志村真幸著 インターナショナル

新書 2021）ID18550 

『人新世の「資本論」』（斎藤幸平著 集英社新書

2020）ID18563 

『日本人の死に時—そんなに長生きしたいですか』

（久坂部羊著 幻冬舎新書）ID18562 

『なんで家族を続けるの ?』（内田也哉子/中野信

子著 文春新書 2021）ID18564 

『俳句世がたり』（小沢信男著 岩波新書 2016）

ID18565 

 

2021 年 6 月に入った子どもの本	

本それぞれ・・・★学生の頃、京都、奈良をずいぶ

んと一人歩きした。ことに奈良の寺や仏像に愛着

を。土門拳『古寺巡礼』の白黒写真の影響だった。

何年か前、数十年経て、彼の生地・酒田の記念館で

見た写真も強烈だった。先日写真集が小学館から出

た。大きな画面だという。でも¥352.000は手が出
ない・・・。★ちょい旅で何度か千曲川を横に見て

走った。藤村の叙情歌を思い出したが、考えてみれ

ば、藤村も漱石もあまた日本近代?文学作家の書を
きちんと読んでいない!! ★新聞の声欄で、或る高
校生の問い「なぜ理科や古典を学ばねばならぬの

か」に対して、意見を寄せた各人の、人生を通した

意見が掲載されていた。 
今、話題の本の中にも 
後世に残るものもある 
だろうが、文庫休館中 
の数ヶ月、先人の残し 
たものに少しは触れて 
みようか。	 	 ( A.N.) 
 

２０２１年６月に入ったおとなの本	

 



 

⾃分にだって傷つく権利はある」と親に⾔うのだ。 
⼦どもが考えること、傷つくことを⼤⼈が否定

したり邪魔したりしてないか。⼦どもだけが考え
るのではない。⼤⼈こそもっともっと考えねば。
⾃分育てのために。 ★文庫にありますよ ! 

	  

本を紹介して、と言われて・・・	
６年	 細見	 伊織	

	 ぼくは、『マジックツリー・ハウス	 14	ハ

ワイ、伝説の大津波』と	

いう本にしました。なぜ	

かというと、表紙に男の	

子と女の子が大津波から	

サーフボートを持ってに	

げている様子がいかにも	

ハラハラしておもしろそ	

うだったからです。	

	 次に、本の内容を短く紹介します。ジャッ

クとアニーという子供が、モーガンルーフェ

イという魔法使いの所有するマジックツリ

ー・ハウスでハワイに飛んで行き、村の子供

二人とケンカしたジャックは一人砂浜にすわ

っていると、アニーと村の子供三人の泳いで

いる海に津波が来るではないか。ジャックは

とっさに、三人ににげるようさけぶ。三人は

無事もどって来て四人でがけの上までにげ

た。その後、二人はマジックツリー・ハウス

で家へ帰る、という話です。	

	 次は、ぼくが一番心に残った場面です。そ

れは、ケンカした後にも関わらず、いち早く

津波に気付いたジャックは、三人に大声で津

波が来た事を知らせ、がけの上まで上がって

から村の子供と仲直りをしました。ここはだ

れがみても一番心に残ると言ってもいいと思

います。	

	 ぼくはこの本を読んで、たとえ友達や色々

な人とケンカしてもその人達が危険な時は、

助けるということを学びました。とても感動

し勉強になる本です。みなさんもぜひ読んで

みてください。	
★マジック・ツリーハウスシリーズは今、文庫でよく読まれてい

ます（男の子にも女の子にも）。24 巻まで入りました。 

安野さんが残してくれた『かんがえる

子ども』（安野光雅著	 福音館書店）

をあなたに 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 篠崎	 ミツ子	
今あなたは子育て中ですか。本を読んでの感

想は「子育て中にこの本に出あっていたら」。わ

が子は３０代なの。 

安野さんの絵本には「なぜ文章がないの？」

そのわけがこの本を読んでわかりました。それ

は自分で「かんがえる」ことをとても大切に思

っているからだと。 

安野さんは、テレビの天気予報を例に「かん

がえる」を示しています。雨の恐れがあるので

傘を持っていったほうがいいとか、服を一枚持

って行きましょうというが、それは自分で考え

ること。一枚余計に着ていこうといくまいと、

自分の責任。「自分の考えで責任をもって物事に

取りくめば、たとえ失敗したり、間違ったりし

たとしても、あらためることができます」と。

さらに「自分で考えればいいのに、と思うこと

まで人任せで、自分で選ぶ力がなくなっている」

と。 

子どもには子どもの 

生きている世界があり、 

子どもの「遊び」は 

「学び」で、子どもは 

おとなをよく見ている。 

子どもがもっている考 

える力を、親や教師を 

含めた大人はないがし 

ろにしていないか。 

 そういえば、サトクリフも。彼⼥は⾜に障害
がありながら、⽣涯を通して病と闘いたくさん
の⼩説を書きました。⾃分の娘が傷つかないよ
うにとあれこれ注意する親に「体に障害のある
⾃  

 

つれづれなるままに・・・（さら） 
週末のちょい車旅は続く。 
この時期、山間の宿で出る山菜は格別。わら
び、ぜんまい、山うど、ふき、たけのこ、こ
ごみ、名も知らぬ菜 etc のそのまんま、酢味
噌あえ、白和え、天ぷら・・・。宿によって
味が少しずつ異なるのがまた一趣。 
5/23 松之山温泉（三大薬湯のひとつ）を発
って次の宿泊地・赤湯温泉へ。 
苗場プリンスホテルから凸凹道を車で１５
分。車を置いて、林道を４５分（私たちは７
５分）、険しい山道（岩場を乗り越え、踏み外
したら下の谷へ真っ逆さまの道、ロープを伝
って登って降りて９０分（165 分）かかる。 
もうすぐ着くと思った途端、両腿がつって、
暫くは歩くことも這うことすらできない始
末。日頃、山登りや運動で鍛えていない身の
情けなさだったが、その後川べりのぬる湯に
長いこと浸かり、ようやく達成感を味わう。 
翌朝は、夫の午後出勤に間に合うべく５時出
立。復路もよく完破したと、生まれてはじめ
て褒めらた。 
１週間後の旅（佐久&越後田中温泉）まで疲
れを引きずったが、赤湯の体験は、お調子者
の私にとって、ひょっとしたら、まだ文庫を
続けられるかも、考慮中の新しい挑戦もでき
るかな、と思い始めている。 
山里に咲く花は、少しずつ変わっている。新
潟、長野では、マーガレット、菖蒲（杜若、
あやめ）、芍薬が道の端に。 
先週は、東海（三崎、真鶴、北川）へ。 
久しぶりに、葉山や 
江ノ島の海を見た。 
若者でいっぱい。 
文庫にも寄ってみた。 
車止めはまだなおって 
いない・・・。 
        (21.6.6) 

 

 

 

 


