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謹賀新年 & 寒中お見舞い 申し上げます

(22 年 1 月号)

勇壮な羊蹄山（左）と尻別岳（右）

� 本年も３蜜を避け予約制で開館です�
あしたにきぼうが
あしたはきっと

いいひだから

だからいまだけ

ぐっとがまん

あしたなんて
だれもなんにも

しらないけれど

２０２２年・開館スケジュール
1 月 15 日(土）、16 日（日）
2 月 19 日（土）、20 日（日）
3 月 19 日（土）、20 日（日）
4 月 16 日(土）、17 日（日）
5 月 14 日(土）、15 日（日）
若葉のころのおはなし会があります。

あしたにきぼうがあることは
みんなしっている

6 月 18 日(土）、19 日（日）
文庫開館時間は
土曜日：13：00〜17:00
日曜日：10：00〜15:00

あしたになった きょうのいま
きぼうにであえたかなんて
たしかめもしない

おはなし沙羅・おはなし勉強会
土曜日１０：３０〜１２：３０

また

あしたにきぼうをいだいているから

『さくらのこえ』
（堀江菜穂子詩 さくら着物工房）

❣以前も掲載させていただいた堀江さんは、重度の肢
体不自由な方です。やはり障害のある神崎優花さんが
英訳されています。励まされますね ＜詩＞の棚を覗い
てみてください❣

子どものための読み聞かせ・おはなし会
日曜日１０：３０〜１１：１５
〒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

沙羅の樹文庫 西村 敦子
atsukosarasara＠gmail.com

文庫あれこれ◆令和 4 年が始まって半月が過ぎ
ました。雪も降りました。またもや
オミクロンなるものが急速に大手
を振るっています。日米地位協定
✖️
まん延防止等重点措置、深く考
えさせられます。◆とにかく私た
ちは、日々自重して過ごしたいも
のですね。◆4 ヶ月ぶりの文庫再
開です。棚卸しや整理をして皆さんが本を見やすく、
などと大風呂敷を広げたわりには（スタッフの皆さ
んや友人、孫の助けを得ても）片付きませんでした
が、今後もボチボチ続ける事でご容赦ください。◆
また、予約日時のご連絡をいただく中で、皆さんが
文庫再開を待っていてくださることが感じられ、も
う少し、頑張って東京から通ってこようと元気が出
ました。◆こんな本、あんな本が出てきました。ど
んな本を棚に残すか、スタッフ一同迷っています。
◆大人の本に関しては、フィクションはあまり省い
ていませんが、配列が少し変わっています。案内板
をご覧ください。文庫本は、ごく最近のもの以外は、
整理中で、棚にはありません。しばらくお待ちくだ
さい。新書、エッセイ、生き方、歴史・文明関係 他
は、棚からだいぶ外しました。おいおい、全体のリ
ストを作って、棚にないものは、リストから選んで
いただいて提供します（図書館の保存書庫からみた
い?）。◆願いは、文庫に座り込んで、ゆっくり、棚
から読みたい本を探し出していただきたい、です。
◆5 日の新聞一面に米英仏中ロ(露)「核戦争に勝者
なし」声明、
」という大見出しが掲載。どうぞこの声
明が言いっ放しになりませんように。◆ 先日、恩師
の墓参と初詣を兼ねて、鳥居の真ん中が栃木県と茨
城県の境という鷲子（トリノコ）山上神社に行って
きました。フクロウで有名な
神社で、厄除け、身体健全、
病気平癒、安らぎ、見守り
など、さまざまな不苦勞の
石像が、並んでいました。
私たち皆が健康で安寧に過
ごせますよう、祈ってきま
した。◆さあっ!今年も沙羅
の樹文庫、始動です。
(安らぎふくろう)
（西村）
(安らぎふくろう)

2011 年 3 月 20 日、島根県津和野町を旅してい
た私は、「コンサートの夕べ 安野光雅美術館」と
いう小さな貼り紙に目がとまり、梅が香る中、夜の
美術館へ出かけました。
その会は、安野光雅の 85 歳の誕生日＆美術館開
館 10 周年＆『口語訳 即興詩人』の出版記念との
こと。私のすぐ目の前で、安野光雅が語り、森ミド
リのピアノ伴奏による女性合唱がロビーに響きま
した。プログラムは、
「春 津和野」
「ローマ頌歌」
…「組曲 津和野」*¹ 等。いずれも、絵が浮かぶ
歌詞に水彩画のようなメロディで、安野光雅作詞、
森ミドリ作曲。中でも愉快で幸せ気分に浸ったのが、
「津和野町永明寺（ようめいじ）付属カルガモ幼稚
園園歌」*² でした。
♪ ついておいでよ
ついておいでよ おいちに おいちに
そうだ、人数かぞえましょうね …続く…
永明寺は実在する曹洞宗の大寺です。
「森 林太郎
墓」とだけ刻まれた森鴎外の墓もあります。
翌朝、永明寺に行ってみました。沼はありますが
カルガモはいません。もちろん、付属幼稚園もあり
ません。まんまとやられました。ないだろうとは思
いつつ、もしかするとあるかもしれない！と期待し
ていたのでした。
津和野は、山に囲まれた町。今も各家の玄関前を
澄んだ川水が縦横に流れています。安野光雅は 13
歳で生家を離れていますが、津和野の自然や小学校
の先生、同級生との思い出を鮮明に描いた本*³を生
涯にわたり著しています。
そう言えば、2001 年には陶器店に安野光雅の
サイン本が並んでいたので店のおばあさんに尋ね

ると、
「みっちゃんの家はすぐそこ、宿屋だったね。
津和野に帰ってくるとサインした本をうちに持っ
て来て置いていくの。…幼馴染なじみだよ」と話さ
れたのでした。
昨年、
2021 年はゆっくり美術館を見学しました。
絵の展示の他にも、昔の
小学校の教室を再現した
部屋があり、背面の習字
はすべて安野光雅が言葉
を『即興詩人』から引用
し、同級生の名前を使 《教室には遊び心満載の習字》
って書いたも友の姿を思い出しながらしたためた
のでしょう。教室の隣は図書室、その向こうはプラ
ネタリウムと続きます。
見学のあと、21 年前
に訪れた陶器店を探し
てみると、既に閉業し
ていましたが、その隣
の種苗店の方から「『み
っちゃんは、うちの店
《鬼ごっこをしていた種苗店》
の土間を裏から表、表
から裏へと鬼ごっこで走り抜けていた』と母から聞
いている」と伺いました。安野光雅の創作の原点も、
「遊んで、遊んで、遊んだ」豊かな経験と人間関係
に育まれた子ども時代にあったと確信します。
参考資料 著者はすべて安野光雅です
*¹『雲の歌 風の曲』森ミドリ曲 楽譜付き（2005）岩崎書店
*²『大志の歌』童話の学校 校歌・寮歌 （2005）童話屋
*³『津和野』
（1980）岩崎書店
『昔の子どもたち』
（2002）NHK 出版 他多数

徒然なるままに・・・

（さ・ら）

💠文庫の全景写真のついた、年賀状をいただきまし
た。― “この土地を古くから見守っていた一本の
ヒメシャラの樹。それを中心に据え、私が設計した伊
豆高原の「沙羅の樹文庫」は、昨年 開館１５周年を
迎えました。歳を重ねてもなお、地面下ではジワジワ
と根を伸ばし、上空には健やかに枝葉を繁らせるこの
ヒメシャラのように、私も精進していきたいと思いま
す。”―文庫を設計してくださった安井正さんから
でした。嬉しい、有難いと思いました。文庫の駐車場
の塀が強風で壊れた昨年、京都からわざわざ来て新た
なものを考えて下さった。💠目に見えるものだけに気
持ちが留まりがちな私ですが、文庫は、留守を何気な
く見守って下さる向かいのグラナダさん、ご近所さ
ん。遠くの方々（文庫には来られないけれど、文庫だ
よりを読んで感想を下さる）にも支えられているのだ
と改めて感じました。心より感謝し、これからの日々
を開館し続けられたらと思います。☃年末から元旦
にかけて、北海道（洞爺、登別）に行ってきました。
表紙の写真は、洞爺湖を一望する山のホテルから。右
の山をすわっ! 有珠山、と歓喜、でも✖。すぐ曇って
見えなくなりましたが、素晴らしい眺めでした。☃
暑かろうと寒かろうと、何処へ行くのも草臥れた紺の
背広上下のみの連れ合いも、平均−9℃には多少参っ
たようです。☃それどころか、大晦日、札幌駅の階
段を１２、３段、階下まで真っ逆さまにダイヴィング!!
それでも、頭を打たないよう顔を傷つけないように落
ちることを考えていたようで、出血は両膝、片肘だけ
でした。☃嬉しかったのは、近くを通っていた若者、
駅員さんが、駆けつけてくれたこと❣ いっとき動け
ず、車椅子は、病院へ、との提案を、大丈夫、医者で
すから、と断って、自ら１５分＜圧迫止血＞の後、立
ち上がり、カニを求めて二条市場まで歩きました。
（翌
朝から立ち上がるのに、何処かに掴まるようになって
いますが、明けて 2 日、いつもの皇居１周５キロ完
走し、４日から勤務に出かけています。
）☃このよう
な連れ合いと本年も何処へ旅するやら、お楽しみに?!

→子どものページ
2022 年 1 月に入る子どもの本②

こんな写真が撮れました�
読み物

『よみたいききたいむかしばなし①のまき ねこ
のおんがえし』
（中川李枝子文 山脇百合子絵 の
絵 本
ら書店
2007）ID13638
『ちくわのわーさん』（岡田よしたか/さく ブロ
『月にトンジル』（佐籐まどか作 佐籐真紀子絵
ンズ新社 2011）
『チリとチリリ–よるのおは
あかね書房 2021）ID13639
なし』（どいかや著 アリス館 2021）.
『ぼく
『地図を広げて』（岩瀬成子作 偕成社 2018）
はレモネードやさん』（えいしましろう文・絵
ID13655
生活の医療社 2019） 『笑顔が守った命―津波
（越水利江子作・
から 150 人の子どもを救った保育士たちの実話』 『ガラスの梨－ちいやんの戦争』
絵 ポプラ社 2018）ID13653
（あいはらひろゆき文 ちゅうがんじたかむ絵
『レインボーと不思議な絵』
（エミリー・ロッダ作
サニーサイド 2021）
『さくらの谷』(富安陽
さくまゆみこ訳
田代ちさと絵
あすなろ書房
子文 松成真理子絵 偕成社 2020）
『街ど
2010） 『くしゃみおじさん』（オルガ・カブラ
ろぼう』
（junaida 著 福音館書店 2021） 『こ
ル作 小宮由訳 山村浩二絵 岩波書店 2021
れが鳥獣戯画でござる』
（結城昌子講成・文 小学
『ヤナギ通りのおばけやしき』
（ルイス・スロボド
館 2021） 『すいめん』
（高久至写真・文 アリ
キン作
小宮由訳
瑞雲舎
2019）ID13649
ス館 2021） 『へんてこりんなサムとねこ』
（エ
（アントニア・バーバー
ヴァリン・ネス作・絵 猪熊葉子訳 佑学社 1966） 『嵐をしずめたネコの歌』
作 ニコライ・ベイリー絵 おびかゆうこ訳 徳
『木のロボットと丸太のおひめさまのだいぼうけ
間書店 2019）ID13654
ん』
（トム・ゴールド作 金原瑞人訳 ほるぷ出版
『種をまく人』
（ポール・フライシュマン作 片岡
2021） 『パイロットマイルズ』
（ジョン・バーニ
しのぶ訳 あすなろ書房 1998）ID13650
ンガム&ヘレン・オクセンバリー絵 ビル・サラマ
『トーマス・ケンプの幽霊』
（ペネロピ・ライブリ
ン文 谷川俊太郎訳 BL 出版 2021）
『つき
ィ作 田中明子訳 評論社 1976）ID13661
のばんにん』
（ゾシエンカ作 あべ弘士訳 小学館
2021） 『ぼくは川のように話す』
（ジョーダン・
昔 話
スコット文 シドニー・スミス絵 原だ勝訳 偕
『ワンダ・がアグ グリムのゆかいなおはなし』
成社 2021） 『みどりの馬-モンゴルの創作民話
（ワンダ・ガアグ編・絵 松岡享子訳 のら書店
ジャンビーン・ダシドンドク作 大竹桂子訳 堀
2019）ID13652
田善樹絵 てらいんく 2021）
『おはなしおばさんのおはなし春夏秋冬』
（藤田浩
子語り 保坂あけみイラスト 「この本・読んで! 」
科学読み物
編集部編 NPO 読書サポート 2020）ID13640
『この世界からサイがいなくなってしまう』
（味田
村太郎文 学研プラス 2021）ID13662

みんな、元気で新年を迎えましたか!!

寒いけど風邪にもコロナにも負けないで、遊んで勉強してたくさん本を読んでくださいね❣️

★これはなにかな?
答えは 鳥の巣?
ヤドリギでした!
(東京の皇居の周りの木
で見つけたよ。
詳しいことは、文庫の
百貨事典で調べてみて!!
★北海道の登別にあるマリンパークで
あってきました!!

ペンギン・ウォーク。アシカが立ってごあい
ペンギン・ウォーク。
アシカが立ってごあい
さつ。イルカのジャンプ。
ウツボとエビは大
さつ。
イルカのジャンプ。
ウツボとエビは大
の仲良し。
の仲良し。

→大人のページ
2022 年 1 月に入る大人の本②
フィクション
『 水 を 縫 う 』（ 寺 地 は る な 著 集 英 社 2020 ）
ID18644
『水たまりで息をする』
（高瀬隼子著 集英社 2021）
ID1868１
『 壊 れ た 魂 』（ 水 林 章 著 み す ず 書 房 2021 ）
ID18677
『やさしい猫』（中島京子著 中央公論新社 2021）
ID18676
『姉の島』（村田喜代子著 朝日新聞出版 2021）
ID18674
『天路』
（宗田理著 講談社 2004）ID18682
著 講談社 2021）ID18682
『神よ憐れみたまえ』
（小池真理子著 新潮社 2021）
『聖刻』
（堂場瞬一著 講談社 2021）ID18675
『帆神』
（玉岡かおる著 新潮社 2021）ID18680
『長い一日』
（滝口悠生著 講談社 2021）ID18679
『行く、行った、行ってしまった』
（ジェニー・エル
ペ ン ベ ッ ク 著 浅 井 晶 子 訳 白 水 社 2021 ）
ID18678
『 絞 め 殺 し の 樹 』（ 川 﨑 秋 子 著 小 学 館 2021 ）
ID18684
『天路』
（リービ英男著 講談社 2021）ID18686
『とても速い川』（井戸川射子著 講談社 2021）
ID18687
『絵本平家物語 カジュアル版』
（安野光雅著 幻冬舎
2021）ID18685

エッセイ

ID18665
『三行で撃つ−＜善く、生きる＞ための文章塾』
（近藤
康太郎著 CCC メディアハウス 2020）ID18640
『海と薔薇と猫と』（加藤剛著 創流社 1980）
ID18661
『こどもホスピスの奇跡』（石井光 太著 新潮社
2020）ID18647
『朗読の楽しみ-美しい日本語を味わうために』
（幸田
弘子著 光文社 2002）ID18457
『四国へんろ道ひとり旅』
（菅卓二著 論創社 2011）
ID18617
『チョンキンマンションのボスは知っているーアン
グラ経済の人類学』（小川さやか著 春秋社 2019）
ID18645

伝 記（P）
『金閣を焼かなければならぬ–林養賢と三島由紀夫』
（内海健著 河出書房新社 2020）ID18455
『どこまでも真理を求めて–ロシアの画家ニコライ・
ゲー』（ポルドミンスキイ著 尾家順子訳 群像社
2021）ID18656

文

庫

『テムズ川の娘』
（ルイーズ・グリュック著 高橋尚子
訳 小学館文庫 2021）ID18683
『夏の坂道』（村木嵐著 潮文庫 2021）ID18619

詩 集
『野生のアイリス』
（ルイーズ・グリュック著 野中美
峰訳 KADOKAWA2021）ID18639

ほか

『ムスコ物語』（ヤマザキマリ著 幻冬舎 2021）
ID18611
『歌うように伝えたい』
（塩見三省著 角川春樹事務
所 2021）ID18620
『白夜に紡ぐ』（志村ふくみ著 人文書院 2009）

水仙が咲いています。

お詫び：見切り発車（いつものことですが）です。
１月は棚の案内板も間に合いませんでした。こ
れでもみんなで頑張って蔵書点検しました。こ
んな小さな図書館には、あまりに本が多過ぎま
したが本音です。データ違いもかなり直しました
が、抜いた本の片付けに時間をとられました。３
月頃までにはもう少しきちんとご説明できる書
架にいたします。
3 ヶ月に 1 度くらいずつ、少しずつ入れ替えをし
ます。今は現在の棚の本を楽しんでお読みいた
だけますように。
絵本の部屋にあった村上春樹文庫は以前＜生
き方＞の本があった場所に移動しました。配置
を変えたテーマの本もいくつかあります。（科
学、趣味、情報などは、もと<生き方の本>があ
ったところです。）
小説は横にいくのではなく縦・上から下へと著
者５０音順ですが、多巻本は各段の下とかに別
置しました。（現代物も時代物の一緒です。」）
特に未整理は歴史、紀行文など大人のホール
に上がって右に山積みになっていた本です。歴
史は出版年が古いものは、見えない場所に保
管します。また、図書の内容によって別置したつ
もりが、内容が割り切れず、似たようなもので
も、分れ分れになってしまっていました。できれ
ば皆さんに同じテーマのものを幅広くご覧いた
だけたらなあとは、考えているのですが（これも
口だけかも）。新書はあまり読まれていないの
で、とりあえずリストアップだけで、保管場所にう
つしました。等々、ぐちぐちと言い訳を書きまし
たが、隠れたいた本がお目に留まるのを楽しみ
にしております。

