
 

  

   湖 2 景        

   榛名湖霧の朝、遠くに鱒釣り人（榛名山の火口原湖） 

    一碧湖夕景（10 万年前大室山の噴火でできた湖） 

  
  ポッカリ月が出ましたら、 
    舟を浮べて出掛けませう。 
      波はヒタヒタ打つでせう、 
        風も少しはあるでせう。 

(中原中也「湖上」から冒頭の連のみ) 

 

 

 

 

 

         

  
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

	 	 	  

２０２１年・開館スケジュール

 ３密を避け、日時・予約制で開館しています。	
◆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）	
	 	 	 21 日（土）13:00〜16:00	
	 	 	 22,23 日	 	10:00〜15:00	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

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)	

文庫のお仲間のコーラスもあります。	
	

❤ ︎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  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

ご挨拶	
文庫は今月、開館１５周年を	

迎えました。	
長い間にわたってご利用、	
ありがとうございます。	

９月〜１２月は	
蔵書点検のため、休館します。	

	新たに出発するために、８月には	
貸出中の図書を	

一旦全部返却していただきます。	
ご協力お願いいたします。	

再開時には、	
ハガキにてご連絡いたします。	

	
沙羅の樹文庫	 西村	敦子	

	(0557-51-3737/090-6039-3782)	
	

  NO.180(２１年７月号) 

文庫あれこれ◆この１年数ヶ月、冒頭はコロナ

のお話ばかりです。そして自然災害・・・。◆災

害の１週間前、伊豆山を通る１３５号線を車で往

復し（海側工事のため）、熱海に泊まったばかりで

した。１１.３.１１のテレビ画像を思い出し、そし

て、先ほど文庫に来るため、車中から熱海の手前

で下を見ると、惨事の爪痕が、流され壊れた家、

泥まみれの傾いた家が目に入りました。被災され

た方々に 1 日も早い落ち着いた生活を祈ります。

◆東京に４度目の緊急事態宣言が発出されました

が、街行く人々を見ると、このように長い閉塞生

活が続くと、誰でも緊張感が切れてしまっている

ように見受けられます。◆２回目のワクチンは副

反応が強いと聞いていました。私は大したことが

ありませんでしたが、伊豆高原の皆さんは大丈夫

だったでしょうか。◆そんな中迎える 7 月の文庫

です。政府の都合で代わった <海の日>は沙羅の樹

文庫の１５歳誕生日です。１５年、毎月東京から

通い本を入れて整理して、皆さんに借りに来てい

ただいて、と、特別なことをしてきたわけではな

いのですが、よく続いたなと、我ながら思います。

中西、森川さんを始めとするスタッフさん方が支

えてくださったからできた年月です。◆文庫があ

ることで、通っていらした子ども、大人の皆さん

が、少しでも心豊かに過ごせたなら、沙羅の木共々

嬉しいです。◆コロナの日々で生活が変化したこ

とはたくさんありますが、３密を避けるために、

会議も会合も観劇も音楽会も離れた親子の会話さ

えもオンラインで行われるようになりました。お

はなし会も然り。先日はじめて zoom によるお

はなし会に参加しました。当初から参加してきた

友人の話では、音や画面の技術もだいぶ改良され

たそうですが、語る人と聴く人の目と目を合わせ

て聴けるお話のすばらしさに代わるものはやはり

ないと思いました。２２日、大室山さくらの里で、

最後の <海の日のおはなし会>を開催します。たく

さんの方々が本を借りに来てくださったのに、１

５年文庫に携わる中で、僅かの方にしか、肉声で

語るおはなしの楽しさをお伝えできなかったこと

が残念。◆今日は快晴。夏が来たと感じる暑い日

です。明日も好天でありますように。  （西村） 

 



   

  はじめまして。島根県松江市の林良子と申します。 

西村敦子さんの『ふくろ小路のそのまたむこう』を

児図研の会報で知り、書名に惹かれ購入したご縁に

より「本友」にしていただきました。いつか沙羅の

樹文庫を訪問したいと、ほいほい、寄稿を引き受け

ました。 
私は、元小学校の教員です。司書教諭でした。退

職後は松江市学校図書館支援センターに勤務。その

後も学校図書館の機能アップをめざすNPOで活動

をしています。また、松江市ではブックトークの会

やストーリーテリングの会の仲間とともに月 1 回

の例会を継続、今も、学校へのお話出前（市立図書

館の事業）を行っています。趣味は、児童文学を読

むこと、文学の舞台を歩くこと、お話に登場する植

物を育てること、お話のお菓子作り等です。 

  

  さて、『ふくろ小路のそのまたむこう』の中には、

大好きな本が多数取り上げられていますが、特に、

55 番の『人形の旅立ち』（長谷川摂子作 金井田恵

津子絵 福音館書店）は、西村さんの評に「そうそ

う！」と膝を打つ思いでした。松江で長谷川さんの

講演を聞いたことがあります。にこやかにゆったり

と語られ、心地よいリズムがありました。『人形の

旅立ち』を読みますと、長谷川さんの声が聞こえま

す。長谷川さんの原風景も見えてきます。5 つのお

話の舞台はいずれも、出雲大社の東、かつて木綿の

集積地として栄えた旧平田市にある宇美神社の境

内周辺です。境内には周りの家々から続く小路が数

本通じ、子どもたちはすっと入って遊ぶことができ

ます。目次のあとの物語地図には、５話の場所が描

かれています。  

 

 

今回、本を手に宇美神社を再訪しました。写真は、

第１話「人形の旅立ち」

で、主人公なおが、まり

つきをして遊んだ参道で

す。金井田さんの挿絵は

見事で、お話の世界が伝

わってきます。ぜひ、挿

絵（ｐ11）もご覧くださ

い。なおが人形の旅立ち

を見たのは、荒神さんが

祀られている巨木です。

右の樟？奥のタブの木？   

なおは、木の根元に捨てられた古い雛人形が怖くて、

気がかりでした。そして、満月の夜、なおは、おば

あさんの手を握りしめながら人形が旅立つのを見

たのです。第５話「観音の宴」の挿絵（ｐ203）に

は神社の前の木綿街道が描かれています。鳥居のは

す向かいに、なおの家（長谷川さんの生家）が垣間

見えますよ。 

 この作品には、色彩鮮やかな情景描写、方言の深

い味わい等たくさんの魅力がありますが、何といっ

ても、人間味あふれる大人たちの魅力が一番です。

好奇心が旺盛で、次々質問をするなおに、家族や家

で働く大人たちは真正面から、真正直に、豊かな感

性や言葉で接します。あの世とこの世がつながって

いると自然に受け止めている暮らしぶりや、厳しく

つらい人生を送る人たちへの温かい眼差しとおお

らかさに、私は、心が震え思わず涙がこぼれました。 

 『家郷のガラス絵 出雲の子ども時代』（未来社）

も手にして、しばらく近隣での文学の旅を楽しみた

いと思います。  

『人形の旅立ち』の地から  ①〜長谷川摂子の原風景〜     林 良子 

熱海に続いての松江・八雲町のニュースをみて左記の
林さんにご連絡したら、こんなお返事が・・・ 

 宍道湖の西、長谷川摂子さんのご実家のあたり
は、木綿街道に並行して川が流れ、その間に、京
都の町屋のような家が一軒ずつ並んでします。表
は木綿街道に面し、裏には川。川に舟を出す船着
き場も、各家にあるようでした。水利のよいとこ
ろです。宇美神社は、海という意味でしょうね。
鯛の彫り物を見ました。宍道湖の水位があがって
いるようですので、木綿街道あたりは大丈夫かな
と気になっています。 

 
つれづれなるままに・・・（さら） 
★週末のちょい旅は続く。楽しい旅も帰れば
疲れるのに、なぜ又行くのだろう。6 月の文
庫のあと、熱海の海辺（伊豆山のあの惨事の
１週間前でした）〜千葉養老渓谷でのキャン
プ〜袋田温泉（滝を見た）。次の週末は榛名
湖（幼稚園のとき、なぜか先生方の慰安旅行
について行き、見た湖）、伊香保（私のもち
話、八雲の主人公が若くして亡くした許嫁の
生まれ変わりの娘に出会った温泉）。先週は、
新潟・村杉温泉（途中、白鳥の飛来地瓢湖に
立ち寄る。カモさんが泳いでいた）・・・。 
★若い頃は、ただ人生の一コマを彩るものだ
った気がする。しかし昨今の旅は、終着駅へ
の一歩一歩を辿る時を刻むように思える。車
窓から見る山野の景色、青々と伸びる緑一面
の稲田、宿の風情、みんなみんな愛おしく心
に残る。 <不要不急>の言葉を守る生活を送
られている方々に 
は申し訳ないがか 
けがいのない日々 
である。こんな中 
で、それでも文庫 
１５周年を迎えら 
れるのも感謝の一 
言に尽きる。 
   (21.７.12)  



絵 本 
『うさぎとハリネズミ きょうもいいひ』（はらま

さかずぶん 石川えりこえ ひだまり舎 2021）

ID13602 ★寄贈 

『大きくなりたい』（田中美奈子作 田中美奈子） 

D13610★寄贈 

 

『特急おべんとう号』（岡田よしたかさく・え  福

音館書店 2009）ID13603                                                      

『海のアトリエ』（堀川理万子 偕成社 2021）

ID13604         

『ふゆねこさん』（ハワード・ノックさく・え 松

岡享子訳 偕成社 1977）ID13605 

『たいようもつきも フランチェスコのうた』（キ

ャサリン・パターソン文 パメラ・ドルトン絵 藤

本朝巳訳 日本キリスト教団出版局 2013）

ID13606 

『スティーブン・ホーキング ブラックホールの

謎に挑んだ科学者の物語』（キャスリーン・クラル、

ポール・ブルワー文 ボリス・クリコフ絵 さく

まゆみこ訳 化学同人 2021）ID13607            

よみもの ほか 
『童話集 銀のくじゃく』（安房直子作 高橋和枝

絵 偕成社文庫）ID13608                            

『岩波少年文庫のあゆみ 1950-2020』（若菜晃

子編著 岩波少年文庫別冊２）ID13609    

 

フィクション 

『雲を紡ぐ』（伊吹有喜著 文藝春秋 2020）

ID18573         

『リボルバー』（原田マハ著 幻冬舎 2021）

ID18574         

『エレジーは流れない』（三浦しをん著 双葉社

2021）ID18575    

『 本 心 』（ 平 野 啓 一 郎 著  文 藝 春 秋 2021）

ID18576           

『にぎやかな落日』（朝倉かすみ著 光文社）

ID18577        

『緑深きところ』（遠田潤子著 小学館 2021）

ID18578  

『薔薇の中の蛇』（恩田陸著 講談社 2021）

ID18579         

『テスカトリポカ』（佐藤究著  KADOKAWA 

2021）ID18580      7.14 直木賞決定 

『 臨 床 の 砦 』（ 夏 川 草 介 著  小 学 館 2021）

ID18581            

『あるヤクザの生涯−−安藤昇伝』（石原慎太郎著 

幻冬舎 2021）ID18582 

『Day to Day(デイ トゥ デイ)』（講談社編 講談

社 2021）ID18583   

エッセイ ほか 
『ショローの女』（伊藤比呂美著 中央公論新社

2021）ID18584 

『千五郎の勝手に狂言解体新書』（茂山千五郎著 

春陽堂書店 2021）ID18585 

『決定版 日本の喜劇人』（小林信彦著 新潮社

2021）ID18586    

『シェルパ斉藤の親子旅 20 年物語』（斉藤政喜著 

産業編集センター2021）ID18587                                                 

『緑の牢獄−沖縄西表炭坑に眠る台湾の記憶』（黄

インイク著 黒木夏児訳 五月書房新社 2021）

ID18588  	

詩 ほか 
『日本の名句・名歌を読みかえす』（高橋順子編 

前田真三・晃写真 いそっぷ社）ID18590                      

『どこからか言葉が』（谷川俊太郎著 朝日新聞出

版 2021）ID18591                                                           

『左近司マサ江のとんとん昔があったとお—キン

ばっぱのとんとん昔から三十年』（左近司マサ江著 

つくしんぼ企画 2014）ID18592 

『みちのく民話まんだら−−民話のなかの女たち』

（小野和子著 小野和子 2012）    

2021 年 7 月に入った子どもの本	

カブトムシ	 	 	 	 ２ねん	 西村惟直	
先しゅうの木よう日、カブトムシが外に出ている
かたしかめたら、まだ土の中にいたので、手でち
ょっとほってみたら、なんかかたいものがありま
した。ぼくはそれを「オスのカブトムシのつのだ
っ。」と思ったので、やさしくひっぱりました。す
ると、体の色が黒いオスのカブトムシが出てきま
した。つぎにメスのカブトムシがほしかったので、
またほりはじめました。そしたら、またかたいも
のがありました。それもひっぱるとまたまたオス
のカブトムシが出てきました。だけど、こんどの
は、体の色が赤ちゃ色でさっきのカブトムシより
もすこしだけ元気でした。つぎの日にもまたほっ
たら、またオスのカブトムシが二ひき出てきまし
た。ぜんぶで四ひきになったので、あたらしい虫
かごをかってきて分けて入れました。一つの虫か
ごに二ひき入っていてもたたかいませんでした
が、よるになるとおおさわぎします。今はオスし
かいないので、メスをどこかでさがしたいです。	
★これなお君は、 

カブトムシを幼虫 

から育てました。 

右の写真は、さな 

ぎの入っていたケ 

ースから、成虫を 

探して引っ張り出 

しているところ。 

左のケースには、 

すでに３匹入って 

います。夏休みに、 

メス見つかるといいね。（さ・ら） 

 

２０２１年 7月に入ったおとなの本	

 

文庫、新書は次のページ末に掲載しました。 



 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
大人の本・入庫続き 
文  庫 
『晴れた日にかなしみの一つ』（上原隆著 双葉文

庫 2021）ID18594        

『向田邦子ベスト・エッセイ』（向田和子著 向田

和子編 ちくま文庫 2021）ID18595                         

『遺言対談と往復書簡』（志村ふくみ・石牟礼道子

著 ちくま文庫 2018）ID18596 

『いのちの初夜』（北條民雄著 角川文庫 1955）

ID18597          

『火花−−北條民雄の生涯』（高山文彦著 角川文庫）

ID18598    

新 書 
『在宅ひとり死のススメ』（上野千鶴子著 文春新

書）ID18599    166612956 

『老いる意味—うつ、勇気、夢』（森村誠一著 中

公新書クラレ）ID18600 

『バッタを倒しにアフリカへ』（前野ウルド浩太郎

著 光文社新書 2017）ID18601 

	
	
	
いよいよひとり暮らしの時が・・・	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 福岡市・秋吉孝郎	

  沙羅の樹文庫開館15周年おめでとうございます。
と同時に父子 3 名大変お世話になりました。	

崇亘の高校、海帆の中学校進学を期に、私のふる

さと福岡へ戻り早 6 年目、この間の出来事のほんの

一部を、ちょっとだけ、微かにほんのちょっとだけ

お話します。	

崇亘が頑張って入学した高校は、大都会中央区内

に立地する唯一の県立高校であり、かつて貞明皇后

も行啓あそばされ、各種式典において校長や来賓挨

拶には必ず「歴史と伝統」というフレーズが何度も

登場することがお約束の高校でした。数日後、「弓

道部に入部しました」	 実は入学式で配布された学

校要覧の部活動一覧を見て私が興味を持ったのが

「弓道部」。やっぱり彼は私のクローンに違いな

い！（3 年間の大会成績はパッとしませんでしたが

初段だそうです）	

我が母校とは全く違いますが、入学式後の保護者

オリエンテーションで早速 PTA 委員に手を挙げ「施

設委員会」に入りました。施設なんて、自転車置き

場のペンキ塗りでもするのかとお思いかもしれま

せんが、実は大学施設見学委員会とでも申しましょ

うか、毎年かわるがわる山口、北九州、福岡（九州

大学）、佐賀、長崎、熊本、大分の大学施設を、バ

ス 2 台チャーターして訪問するのを仕切る委員会

で、1 年 2 年はパシリで要領をつかみ 3 年で委員長

として熊本大学と熊本城見学日帰りツアーを副校

長、担当の先生と共に楽しく実行しました。	

そんな「歴史と伝統」の学校ですから PTA の懇親会

もニューオータニ始め福岡の５つ星ホテルのバン

ケットルームでド派手な宴会が多く、私は衣装に凝

りステージ上でもほんのちょっとだけ目立ってし

まったようで…。中学校の PTA とは天地ほどの違い

で、母校ではないので PTA 内では外様大名のような

ものでしたが、全く気にせず楽しくて楽しくてたま

りませんでした。	

	

		主役の崇亘は現役時、各種どれも最後の最後に玉砕	
泣きのもう 1年となりましたが、	
「予備校なんて行かせない。自宅	
で映像学習で何とかしろ！」に、	
担任の先生から「お父さん、いま	
だかって宅浪でうまくいった実例	
なんか見たことありませんが」の	
お言葉に「では彼が来年始めての	
実例を見せてくれますよ！」と。	
しばし沈黙の後、面談終了となり	
ました。結果は既報どおり（写真は大学の街へ巣立ちの日）	
現在広島県呉市で元気に大学校生活を送っています。	 	 	 	 	 	 	
海帆は私の後輩として中学校に入学しました。入学

早々陸上部に入り毎日走り回っていましたが、5 月 31
日脛の骨がぽっきり折れ、ギプスで固めた足を抱え、
車椅子を借り、1 学期末まで私が押して送り迎えの毎
日でした。そのまま陸上部は辞めずっと帰宅部でした
が、何を思ったのか２年生の２学期に突然「ソフトボ
ール部に入りたい」「ハァ～？何で今頃？ソフトボー
ルなんてやったことあるのか？」「小学校時代に授業
でやった」「セカンドってなんだ？」「？？？」「ルー
ルは知っているのか？」「これから勉強する」どうや
ら 3年生が卒部した後メンバーが 8 名となり、部員、
先生がもうひとりを探している時に海帆に白羽の矢
が立ったようで、本人のみならず私が PTA で校舎内を
うろうろしているところを顧問の先生に見つかると、
副顧問の先生も出てきて囲まれ「お父さんお願いしま
す」の連続で、「彼女は何も知らないので足引っ張り
ますよ」「大丈夫です！」「勉強遅れたら補習してくだ
さいよ」「大丈夫です！」「内申書よろしくお願いしま
すよ」「無言でＯＫサイン！」ということで突然始め
たソフトボールでしたが、我が娘ながら凄い進歩！こ
んなことならば 1 年生最初からやってればよかった
のにと思いました。	

高校は自身第一志望に入学し、それなりに学校生活

を楽しんでいるようです。現在高校 3 年生、受験生で

あるはずですが、毎年 9 月に開催される大運動会に向

け今年も運営側に入り、夏休みも「夏期講習」ではな

く運動会準備で毎日登校だそうです。	

この先は日本文学を勉強したいそうですが、自宅か

ら通える九州大学はすでに諦め、どこか遠くの大学に

行きたいそうです。	
  

 

さて私は……、この先は次の 20 周年記念文集に

寄稿することにします。	

海帆の受験がうまくいけば（？）来年春から私

はこの戸建ての家に一人ぼっち！昼間は良しとし

て怖がりな私は夜が不安。いっそ日没と共に寝て

日の出と共に起きる生活リズムに変えようかな？	

１人が怖いからといって再婚なんてものはまっ

ぴらゴメンです！	 	

	 ★	 	 	 	 	 ★	 	 	 	 	 ★	 	 	 	 	 ★	
兄のタカヒロ君が小１だったでしょうか、文庫に来るようになった
のは。いつも父子で静かに本を読んでいました。タカヒロ君が中
学生になると、妹のミホちゃんも父子３人で文庫のスタッフにな
って、本の貸出、配架など受け持ってくれました。兄妹は海の日
のおはなし会の子どもの語り手でもありました。巣立つのはさび
しい、けどうれしい! 大きく羽ばたけ !  

 

 
伊・豆・高・原・だより 番外編 

 

 


