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蓮の花（京都の友人から） 

  
                   

風吹けば 蓮の浮き葉に玉越えて 

    涼しくなりぬ ひぐらしの声 

 

源俊頼「水風暮涼」（金葉集より） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

そしてフィナーレをいや増して素晴らしい会にしてくれ
たのは、大室山でした。山を背にした自然の懐で草地に
座って耳を傾けてくださる人々、そして山に向かって語
りかける幸せを存分に味わうことができました。遠くか
ら来てくださった語り手の方々、地元コーラスグルー
プ・ローゼンコール有志の方々、音楽&裏方進行を担っ
てくれた Akino 音楽一家、沙羅の樹文庫のスタッフ皆さ
んに心より感謝申しあげます。◆翌日の文庫での「15
周年開館記念子どものためのおはなし会」は、もっと子
どもが来てくれたら、大喜びしたであろう楽しいプログ
ラム満載で、参加した元・子どもたちも大喜びでした。
伊豆ケーブルテレビの方の取材がありましたが、放映さ
れたかしら?◆おはなし会終了直後、特筆したいことが
起きました。私たちは若い男性の訪問を受けたのです。
スタッフの誰も初め気づきませんでした。ただ静かに立
っているのですもの。そう、彼は、文庫の子ども会員で、
「海の日のおはなし会」で子どもたちが語るようになっ
た頃、数年、兄弟で詩を暗唱したりお話を語ってくれた
K 君（お兄ちゃん）だったのです。新聞で読んで、15
周年のお祝いに来てくれたのです。もう 20 歳で、すで
に社会人として働いていて、彼のお給料で買ったお菓子
をお土産に持ってきてくれました。文庫をやっている幸
せはこれです。涙を浮かべる古株スタッフもいました。
◆沙羅の樹文庫は、大人の会員が多く、今では大人の本
も子どもの本に負けず多くなりました。でも、数こそ多
くないけれど、文庫に来て本を読む楽しみを覚えた子ど
もたちはたくさんいます。巣立っていったあの子、この
子、一人一人とのエピソードが懐かしく思い出されます。
それが、15 年続けられた理由の大きな一つなのです。
子どもの数は年々少なくなっていくと思われますが、こ
れからも一人一人と本を通しての触れ合いを大切にして
ゆきたいと思います。◆また、文庫に来てくださる大人
の方々も高齢化が進み、私同様、本を読むのにすぐ疲れ
てしまったり、面倒になったりされるでしょう。でもゆ
っくりじっくり読書を楽しみましょう。もうあまり新刊
は入れないと言いつつ、既に 9 月、10 月分まで新刊を
買い込んでいますが、再開後は、焦って買わず、いらし
た方々と相談して私設文庫の限界の中で少しずつ入れよ
うと思います。古い本の再読や、書棚の掘り起こしに興
味のある方にいらしていただけたらと思っています。新
刊や様々な分野の本は、伊東市の図書館に頑張っていた
だきましょう。◆図書を寄贈してくださった方々、いつ
もお心遣いの美味しいものを届けてくださる方々、有難
うございます。◆１５年間の来館を心より感謝して、書
棚の整理後、またお目にかかりたいと思います。（西村） 

 

 

ご挨拶 
文庫は７月、開館１５周年を 

迎えました。 
長い間にわたってご利用いただき、 

ありがとうございました。 
 

９月〜１２月は 
 蔵書点検のため、休館します。 
再開時は新年 1月の予定です。 

年末までにハガキでご連絡します。 
沙羅の樹文庫 西村 敦子 
atsukosarasara＠gmail.com  

    〒413-0235 伊東市大室高原 7−122 
     ☎0557-51-3737(090-6039-3782) 
  ホームページ：saranokibunko.com   

 

 

文庫あれこれ ◆コロナの未曾有の増殖、台風の甚大 
な被害を今回は横に置いて、長くなりますが、報告させ
て下さい。◆先月 22 日海の日、伊豆高原駅大くすのき
の下で 19 年やってきた「伊豆高原・海の日のおはなし
会」を、大室山麓さくらの里（石舞台）に会場を変更し
て 20 回目を実施することができました。伊豆新聞が記
事を載せてくださったこともあり、80 名近い観客があ
りました。長年にわたって、暮れなずむ駅前に立つ老
木・楠に吹く風の音を聴きながらのおはなし会は、語る
者、聴いてくださる人々を一つに包む至福の時でした。 

海の日のおはなし会フィナーレに大室山桜の里に集う人々 
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王室の苗字 〜 『赤毛連盟』 
 

ホームズの物語には実在の地名も架空の地

名も出てきます。架空であってもおおよそどの

あたりであるかがわかるため、シャーロキアン

たちは地図と首っ引きで、あるいはイギリスま

で足を運んで、それがどこであるかの自説を打

ち立てようと血道を上げます。私もそのひとり

です。 
  
４月にイギリスのエリザベス女王の夫君、フ

ィリップ殿下が亡くなりました。エジンバラ公

とも呼ばれますが、これは爵位。では苗字は？ 

今の英王室は「ウィンザー」です。ヴィクトリ

ア女王の時代は王室の苗字はなく、夫君アルバ

ート公の苗字が「サクスコバーグゴータ」でし

た。しかしこの名がドイツ風であることから、

第一次大戦中にウィンザーに変名され、王室の

苗字となったのでした。 

ホームズが活躍した時代はヴィクトリア朝

です。この連載の１回目にご紹介した『赤毛連

盟』に登場する質屋があった場所は、サクスコ

バーグ・スクエアであると書かれています。銀

行強盗が質屋の地下室から裏手の銀行まで穴

を掘るわけですが、その場所は地下鉄のオルダ

ーズゲイト駅（現在のバービカン駅）からちょ

っと歩いたところで、銀行はロンドンの大通り

に面しているとあります。 

実はたまたまこの地区に滞在したことがあ

り、少しは地理に明るいのですが、残念なこと 

にこの一帯は再開発地区で近代的なビルが立

ち並び、かつての面影がほとんど残っていませ

ん。現在の地図とにらめっこをしても探せない

と思い、１９世紀のロンドン地図を広げ、ホー

ムズのように虫眼鏡を手に這いつくばりなが

らくまなく探しました。索引を見てもサクスコ

バーグ・スクエアという名はないので、架空の

地名です。しかしそれらしき名がきっとあるは

ずだ…。ところで、サクスコバーグって何？ 

その当時私は知らなかったので調べたところ、

アルバート公の苗字であることを知ったので

した。であるなら、王室に関係する名を冠した

スクエアがあるかもしれないと推理しました。 

果たして、オルダーズゲイト通りという大通

りの裏手にクイーン・スクエアという場所を見

つけました。これに違いありません。ドイルが

女王そのものの名を夫君の苗字に変えたであ

ろうことが想像できます。今もこの辺りはオフ

ィスや金融関係機関が大通りに面して建って

います。 

 この「質屋があった場所」については、名だ

たるシャーロキアンたちも研究し、自説を発表

しています。しかしそのどれもが原作の記述に

ぴったりと符合する場所ではないばかりでな

く、チャーターハウス・スクエアやブリッジウ

ォーター・スクエアなど、元の名前との関連性

はないものばかりです。私の「クイーン・スク

エア説」は世紀の発見である、とひとり悦に入

っております。 

   

小林さんには、文庫再開したらまた続きを!!  

 シャーロック・ホームズを推理する（４） 小林 由美               

 

 
 

 

徒然なるままに・・・    （さ・ら） 

★満月は明後日((日)のようですね。でも私(乱視
気味)には、今夜の月がほとんどまあるく見えま
す。★旅疲れが出たとみえて、相棒はここ 1 か月
出かけよう、と言いませんので、ちょい旅(どころ
でないコロナ感染者数)のご報告なしです。★海の
日で、孫が佐々木信綱作<夏は来ぬ>を暗唱したの
ですが、取材にみえた伊豆新聞の方から悲しい話
を聞きました。信綱さんは伊豆山に別荘をお持ち
で、伊豆山神社を拠点に地元の人と歌会をやって
らして、ご本人亡きあともそれが続いていて、そ
の会に高校生のお嬢ちゃんが入っていてなかなか
筋の良い作家さんらしかったのですが、先日の伊
豆山の土砂崩れで行方不明だと (つい先週おとう
さんに次いで遺体で見つかったと新聞にありまし
た)。記者さんは、それにつけても報道のあり方を
自戒する、と言っていました。★文庫ではウィン
ドウズを、自宅ではマックを使っているのですが、
メールも写真もその他諸々を溜め込んだＰＣが、
アップアップ言っていたので、買い換えました。
家の中もパソコンもとにかく整理のできない情け
ない人間で、死ぬまで変わらないと太鼓判を押さ
れています。でも今日、新しいＰＣでｚｏｏｍで
きました!! これで、ほかのオンライン講座も受
ける気持になれるかしら？★来月から文庫はお休
み(蔵書点検、書架整理、データ整理のため、いつ
もより長めに来ますが)。15 年間、海外旅行をして
も文庫は開館(コロナで 3 か月休館あり)してきま
したので、文庫を開かないという感覚がわかりま
せん。★今回、記念誌を出さなかった代わりに文
庫だより 181 号までを加除式でまとめようかと考
えています(勿論値段次第)。★昨年出した拙著も
考えた額に達しそうなので、考えていた島の学校
図書館へ寄附できるかも。など等考えていると、
すぐ来年になりそうです。★ともかく思ったら走
り出す西村、77歳 10か月、他の人に迷惑かけなが
らここまで気持ちよく生きてこられました。感謝。 
 
 
 



絵 本 
『カエルのごほうび―絵巻「鳥獣人物戯画」より』

（木島始さく 梶山俊夫レイアウト 福音館書店

2021）.     『まっている。』（村上康成著 講談

社 2020）.   『?あつさのせい?』（スズキコージ

作 福音館書店 1994）.      『かんがえよう、

コギト』（アレクシス・ディーコン文 V. シュワ

ルツ絵 青山南訳 カクイチ研究所 2021） 
 
読み物 
『電車で行こう! 34 財宝が眠る!? 日本最南端の

駅へ向かえ!』（豊田巧作 集英社みらい文庫 2021） 
『十年屋（1）時の魔法はいかがでしょう?』（廣嶋玲
子作 佐竹美保絵 静山社 2018） 
『児童版十年屋（2）あなたに時をあげましょう』（廣
嶋玲子作 佐竹美保絵 ほるぷ出版 2020）.『児童
版十年屋（3）時にはお断りもいたします』（2020）.    
『児童版十年屋（４）時々謎解きいたします』（2021） 

『縄文の狼』（今井恭子著 くもん出版 2021） 

『マンガ三国志１ .２』（吉川英治原作 飛鳥新社

2020）*子どもから大人までどうぞ! 

『わたしは夢を見続ける』（ジャクリーン・ウッドソ
ン作 さくまゆみこ訳 小学館 2021） 
『ペンダーウィックの四姉妹 2 ささやかな奇跡』（ジ
ーン・バーズオール作 代田亜香子訳 小峰書店
2015） 『ペンダーウィックの四姉妹３ 海辺の音
楽』（2017）  『ペンダーウィックの四姉妹４ 春
の嵐』（2020）*1巻は在庫 
 
科学読み物 
『こどもサピエンス史―生命の始まりからAIまで』

（ベングト=エリック・エングホルム著 NHK 出

版 2021） 
 
参考図書 
『読み聞かせで発達支援―絵本でひらく心とことば』
（本と子どもの発達を考える会著 かもがわ出版 19） 

 

フィクション 
『彼岸花が咲く島』（李琴峰著 文藝春秋 2021）  
『貝に続く場所にて』（石沢麻依著 講談社 2021）
以上、今期芥川賞 
以下、直木賞。 

『星落ちて、なお』（澤田瞳子著 文藝春秋 2021） 
『テスカトリポカ』（佐藤究著 KADOKAWA 
2021）ID18580  は 7 月入庫済み・山本周五郎賞
も授賞 
『枝の家』（黒井千次著 文藝春秋 2021） 
『最終飛行』（佐藤賢一著 文藝春秋 2021）*サン=

テグジュペリの半生 
『Nine stories ナインストーリーズ』（乙川優三郎著 

文藝春秋 2021） 
『沈黙の 終わり 上・下』（堂場瞬一著 角川春樹事
務所 2021）2 冊もの。 
『星のように離れて雨のように散った』（島本理生著
文藝春秋２０２１） 

『白光』（朝井まかて著 文藝春秋 2021） 
『海神の子』（川越宗一著 文藝春秋 2021） 
『兵練』（浅田次郎著 講談社 2021） 
『台北プライベートアイ』（紀蔚然著 松山むつみ訳 
文藝春秋 2021） 
『きみは知らない』（チョン・イヒョン著 橋本智保
訳 新泉社 2021） 
『見知らぬ人』（エリー・グリフィス著 東京創元社
2021） 
 
 
エッセイ ほか 
『この世のキワ―＜自然＞の内と外』（山中由里子・
山田仁史編 勉誠出版 2019） 
『セルフケアの道具箱』（伊藤絵美著 晶文社 2020） 
『ツボちゃんの話―夫・坪内祐三』（佐久間文子著 新
潮社 2021） 
『古くて素敵なクラシック・レコードたち』（村上春
樹著 文藝春秋 2021） 

『わたしのなつかしい一冊』（池澤夏樹著 毎日新聞
出版 2021） 
『生命源流―GARAPAGOS』（服岡伸一著 朝日出
版社 2021） 
〜半藤さん関連本 
『人間であることを止めるな』（半藤一利著 講談社
2021）    『硝子戸のうちそと』（半藤末利子著 
講談社 2021） 
 
文 庫 
『コンビニ兄弟』（町田その子著 新潮文庫 2020） 
『ブランケット・ブルームの星型乗車券』（吉田篤弘
著 幻冬舎文庫） 
『キネマの神様』（原田マハ著 文春文庫 2011） 
 
新 書 
『挑発する少女小説』（斎藤美奈子著 河出新書
2021） 
 
〜８月に寄せて 
『ヒロシマ 増補版』（ジョン・ハーシー著 石川欣
一ほか訳 法政大学出版局 2014） 
『ヒロシマを暴いた男―米国人ジャーナリスト、国家
権力への挑戦』（レスリー・M・M・ブルーム著 集
英社 2021）*2冊一緒にどうぞ! 
『戦中・戦後の暮しの記録―君と、これから産まれて
くる君へ』（暮しの手帖社 2018） 
『帰還兵の戦争が終わるとき―歩き続けたアメリカ
大陸2700マイル』（トム・ヴォス著 草思社2021） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年 1月に入る子どもの本① 2022年 1月に入る大人の本① 

 

戦争に関わる本や、今でないと読めない本もあります
が、恐縮です、１月まで待てる方は買わないでお待ちく
ださい。 
なお、読みたい本が出てきましたら、いつでも下記へ、
メールください。購入できる範囲で入れるように考えま
すので。 
 
      atsukosarasara@gmail.com  
 

mailto:atsukosarasara@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

沙羅の樹文庫との 15年間 

森川 理恵 

樹々に緑が美しい初夏のある日「近くに沙羅の

樹文庫ができたからお手伝いしない？」と中西さ

んが現れてから１５年。経ってみるとあっという

間でした。その１５年間文庫に携わってきてとて

も深く心に残ったことが２つあります。 

一つは子どもの会員さんとの触れ合いでしょ

うか。本を貸し出す時に本の ID番号を会員さん

に読み上げてもらうのですが、何と小学校入学前

の４~５才ぐらいなのに５桁の ID 番号を読み上

げられるのです。勿論最初はゆっくりですけど。

私は時代が変わったなと驚いてしまいました。 

また、文庫のスタッフにも慣れて来たＫ君（確か

小学入学前だったと思います）が恐竜の絵を描い

て何枚か重ねた段ボール紙を使って本にして持

ってきてくれたことや、小学低学年の頃のＡちゃ

ん、いつも静かでスタッフとの会話もほとんどな

いのですが、ある日そっと私の側に寄ってきて小

さな声で「わたしもお話がしたいの」と言ってき

たこと。そしてその年の７月「海の日のおはなし

会」で大勢の前でお話を披露してくれたのです。

Ａちゃんは今、高校生になって演劇部で活動して

いるようです。まだまだ沢山エピソードがありま

すが、私にとって、新鮮な驚きと幸せ感を味わえ

たことは嬉しいことでした。 

もう一つは、私が手にする本は、作家や作品の

ジャンルが片寄ってしまうのですが、多くの会員

さんからの情報を得て読書の巾が広がってきた

ように思うのです。特に西村さんを通して児童書

に触れるようになったことは大きな幸せでした。 

 

 
 

 
 

沙羅の樹文庫・私の 15年 

中西 景子 

 来年の夏が来ると私の伊豆暮らしは２０年

になります。定年後の生活を伊豆でと考え、年

を取って時間ができたら本だけ読んで暮らし

たいと、本だけ抱えて横浜から引っ越してきま

した。ところがどっこい！小さな古家は本の重

さに沈みました。（幸い本箱が欲しいという方

がいて、先日本箱二つと本を処分できました。） 

 ２０年のうちの１５年は、沙羅の樹文庫があ

って、たくさんの楽しい本と本好きのお友だち

に出会えました。これは私にとってのすばらし

い宝物です。本を読んでいれば他に何もいらな

い「本の虫」の私は、本の話ができる文庫は、

最高に幸せな場所でした。大きな本屋さんも、

充実した図書館もないこの田舎で、目利きの西

村さんが選んできて下さる本は、「どうやって

選んでいらっしゃいますか？」と時々お聞きす

るくらい、楽しい本がいっぱいでした。「この

本面白かったわよ」と、にぎやかなおしゃべり

が飛び交う文庫は、なかなか得がたいサロンで

す。子どもたちが育ってからも、ずっと絵本は

好きで読んだり買ったりしていましたが、「ヤ

ングアダルト」の分野にはうとく、特にその分

野に強い西村さんの紹介もあって、それがたく

さん読めたのは大きな大きな収穫でした。ミス

テリー、殺人事件はパスしたい私の読書体験は

本当に限られた狭いものですが、本の世界の楽

しみはもう少し続いて欲しいなと思っていま

す。加齢による衰えが著しい作今ですけれど、

目だけは最後にして下さいと、神さまにお願い

している私です。 

  
 

 

 

中西、森川、稲本、高橋、福岡、西村裕、三枝、中川さんスタッフの方々、パソコン係中村さん、ブックコート係岡谷さん、有難うございました。 

この本読んでみて!! 
私は、「くりぃむぱん」という本が気に入りました。 

細見 紗雪 

 最初の場面は、「十二人めの住人」です。主人公

の香里の家に十二人めの住人がやってきました。そ

の子は、同い年で親せきの未果です。自分より、か

わいがられる未果が気に入らない香里。二人は仲良

くなれるでしょうか。 

 次は、「大ばあちゃんの部屋」という場面です。

大ばあちゃんは、「くちゃくちゃ」とかむ音がちょ

っといやだった香里。けれど、その年の人にしては、

歯がちゃんとしているってママがいうように、「し

っかり、かんでいるなあ」と思った香里でした。 

 最後は、「キサラギ館ものがたり」というお話で

す。香里の友だちの千夏が学校に持って来て、その

マンガを見てみたら、香里の家のことみたいにそっ

くりだったのです。そしてその本の主人公は、「リ

カ」。香里は自分がこの本の主人公なのだと思いま

した。漢字で書いて反対から読めば、「香里⇄リカ

（里香）」だからです。そして、作者「星野エマ」

は、反対から読むと、「マエ 

ノシホ」、しほさんだったの 

です。 しほさんは、香里の 

家でくらしていて、いつだっ 

たか、「仕事はひみつ、てい 

うか、お金持ちだから、仕事 

はしていないの」なんていっ 

ていたけれど、こんなマンガ 

をかいていたのです。 

 いちばん最後のお話は少し悲しいけれど、すごく

おもしろい話でした。皆さんも読んでみて下さい。 
 
『くりぃむぱん』（濱野京子作 黒須高嶺絵 くもん
出版 2012） 

 

 

 

 

 


