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� 本年も３蜜を避け予約制で開館です�
２０２２年・開館スケジュール
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。
６月 18 日（土）、19 日（日）
７月 16 日（土）、17 日（日）
文庫開館時間は
土曜日：13：00〜17:00
日曜日：10：00〜15:00
おはなし沙羅・おはなし勉強会
土曜日１０：３０〜１２：３０
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

春よ 来い
相馬御風作詞
春よ来い 早く来い
あるきはじめた みいちゃんが
赤い鼻緒(はなお)の じょじょはいて
おんもへ出たいと 待っている
春よ来い 早く来い
おうちの前の 桃の木の
蕾(つぼみ)もみんな ふくらんで
はよ咲きたいと 待っている

文庫あれこれ◆この丸２年、コロナ禍（デルタ株、
オミクロン株‥‥）のことがここに登場しない月
があったでしょうか。伊東市でもクラスターが発
生したようですね。感染者は幼児や高齢者が多い
ようですね。と言いながら、私は東京都で毎日一
番感染者を出している（人口比ではありますが）
世田谷（人口 94.5 万）から通ってきます(気をつ
けて気をつけて)。ちょい旅も続けています・・・。
◆3 回目のワクチンの予約をしましたが、同じメ
ーカーのを希望したら、3 月下旬になってしまい
ました。3 回目を摂取した友人は初めて 8 度以上
熱発して肩の痛みと頭痛で丸 2 日寝てしまったと
か。◆受験生を持つ娘は、ビクビクしています。
◆私はと言えば、ついつい座っていることが多く、
また猫背が進行したからか、足腰に変な負担がか
かり、声に出すほどの痛みを感じます。運動嫌い
で、できることは散歩だけ。夜の散歩を続けてい
ます。未だ雪深い地方の方々には申し訳ないです
が、そこここに春が。道を歩けば沈丁花の微かな
匂いが、上を見上げれば紅梅が月の光の中でその
心地よい香りをマスクを通してでも運んでくれま
す。◆文庫の新書と文庫本をほとんど別の場所に
移してしまってから、新聞に古い本の再販やおす
すめが載ると、あら大変と、探す破目に。◆申し
訳ありませんが、新刊本の購入を控え気味にして
います(今月はたくさん！)。それで、文庫だより
にスペースができますので、どうぞ、皆さん、ご
自分が読んだご本の感想をお寄せください。お願
いいたします。特に地元の会員さん、時には頭を、
心を使って羽ばたきましょう!!◆左の白鳥の写真
は友人が送ってくれました。10 月頃やってきて、
まもなくシベリヤの方に帰ってゆくのでしょう。
茨城県、坂東市と常総市の境にある菅生沼には、
毎年３００羽近いコハクチョウが飛来するとか。
昨年行った新潟の瓢湖にもきっと今頃は!!◆北京
オリンピックも色々な問題が吹き出したようで
す。文庫と同じ名前のジャンプの沙羅ちゃん（高
梨）、これからも元気に活躍してほしいですね。◆
今日 18 日、文庫に来る途中、やっぱり富士は白
く美しく、また、特に伊豆の海に浮かぶ大島（雪
をかぶって?!）、利島ほか５島くらいくっきり見え
ました。でも週末のお天気心配です。
（西村）

今年は寅年です。シャーロック・ホームズの
物語の中には「小道具」としての動物がたくさ
ん出てきます。当時大英帝国は植民地を各地に
もっていたため、南方の動物も出てくるのです
が、その中にトラはいません。ホームズを２度
ベンガルも襲ったモラン大佐という人物は、イ
ンド・地方に赴任していたことのある軍人で、
「トラ狩りの名手」と呼ばれていました。「ウ
ィステリア荘」という短編の中に出てくる屋敷
の主人は、「サン・ペドロのトラ」と呼ばれる
南米出身の男でした。どちらも「強くて怖い」
イメージを強調させるためのメタファーです
が、トラそのものは出てきません。
トラはネコ科なので、ネコが出てくるか調べ
てみましたが、これがまた少ないのです。「恐
喝王ミルヴァートン」と「最後の挨拶」にちょ
い役で出てきます。ほとんど風景描写の一部と
いう感じ…と思っていたのですが、「最後の挨
拶」に出てくる黒猫には大きな意味が隠されて
いると気づきました。
時は第一次大戦前夜。イギリスに潜入したド
イツ人スパイの家に、家政婦（ホームズが送り
込んだ）がおり、その膝の上に「大きな黒猫」
が乗っています。スパイと会話していたドイツ
公使館の書記官長がこの光景を見て、「まるで

大英帝国をそのまま体現しているみたいじゃ
ないか。完全に目先のことだけに没入して、心
地よい眠りをむさぼっている」と語ります。
さて、この黒猫が何を暗示しているのでしょ
うか。この「最後の挨拶」はホームズ物語の最
後の一編で、1917 年 9 月に書かれています。
14 年に始まった大戦の決着はまだついていま
せん。愛国心の強いドイルは、ホームズの活躍
によってドイツの侵攻を食い止めたという物
語を書いて、ホームズ・シリーズを締めくくり
ました。
日本人は黒猫に「不吉なイメージ」をもつ人
が多いようですが、イギリスでは「幸運をもた
らすもの」と考えられています。ロバート・ウ
ェストールの『猫の帰還』では、爆撃戦闘機の
乗組員トミーが、偶然現れた黒猫を「神がよろ
こばしい奇跡としてつかわしてくださったも
の」と喜ぶ場面があり
ます。黒猫が暗示する
ものはイギリスの勝利
であり、実際、大戦は
多くの傷跡を残しなが
らもその通りの結果と
なりました。

徒然なるままに・・・

(さ・ら)

★文庫を 15 年やっていて、何人もの会員を見送っ
た。長寿を全うされた方の時は、淋しいけれど良い
生涯を送られたと思い、同年配や、まだまだやりた
いことがあったでしょうにと思う我が子のような若
い人の時は辛くて堪らない。昨年は 4 月に森林浴さ
ん、秋に内山さんを失った。ご承知のように、森林
浴さんは、長い間文庫だよりに毎月書評を寄せてく
ださった。飄々と母屋の方から歩いてらして、借り
る本を探し、紅茶を飲まれて一言二言お話しして帰
られる。来ていただくだけで、嬉しくて、10 歳ほど
の年上なのに、父のように思っていた。内山さんは、
ここへ来て知らない作家に会えて嬉しい、おはなし
会が楽しい、と、いつも明るい声で場を賑やかにし
てくれた。絵を描き、フルートも吹いてくれた。
★まだお正月の気分が抜けない 9 日、メールで、私
より 10 歳も若い語りの仲間の訃報を知った。元気印
で、面倒見が良くて、美味しいお料理を振る舞って
くれた。文庫にも来てくれた村越さん、慌てて逝っ
てしまった。★子どもの本に詳しくない人でも、昨
秋、文化功労賞受賞で名前を知った人もいるだろう、
児童文学者で東京子ども図書館名誉理事長の松岡享
子さんが旅立たれた。私の終生の素晴らしい懐かし
い先輩だった。学生時代、寄宿させていただいて起
居をともにした。お近くにいてもっともっと学べた
のに、ただポーッとしていた。今もって台所の片付
けや物の整理ができない時、きれい好きな松岡さん
に相変わらずね、と、言われる気がする。大阪市立
中央図書館の小中学生室で聴いた松岡さんのおはな
しは、私の語りの原点だ。拙い感想文の冊子を出す
とき、思い切って巻頭言をお願いした。
「昔のものを
整理していたら、あなたが私のところにいたときの
ことを思い出したの」と、昨夏電話くださったのが、
お声を聞く最後だった。でもあの少し掠れたあった
かい声はこれからも忘れることはできない。

→子どものページ
2022 年 2 月に入る子どもの本
絵

本

訳 岩波書店 2021）ID13679
『紙の心』（エリーザ・プリチェッツ・グエッ
ラ作 長野徹訳 岩波書店 2020）ID13680

沙羅の樹文庫だより１８３−２

文庫の本を整理していたら・・・
★こんなにネコの本が・・・

『あさだおはよう』（三浦太郎さく・え 童心
社 2021）ID13672
『 と こ と こ と こ 』（ や ま だ だ り 作 講 談 社
2021）ID13673 以上２冊赤ちゃん絵本
『くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい』
（ ふ く ざ わ ゆ み こ 作 ア リ ス 館 2021 ）
ID13670
『くまがうえにのぼったら』（アヤ井アキコ作
ブロンズ新社 2021）ID136
『ひとりきりでも（そんなに）こわくない』
（ア
ンナ・ミルボーン文 サンドラ・デ・ラ・プラ
ダ絵 青山南訳 すばる舎 2021）ID13668

『マジック・ツリーハウス 25 巨大ダコと海
の神秘』
（メアリー・ポープ・オズボーン作 食
野雅子訳 KADOKAWA2009）ID13585
『マジック・ツリーハウス 26 南極のペンギ
ン』ID13586
『マジック・ツリーハウス 27 モーツアルト
の魔法の笛』ID13587
『マジック・ツリーハウス 28 嵐の夜の幽霊
海賊』ID13588
『マジック・ツリーハウス 29 ふしぎの国の
誘拐事件』ID13589

『ねこはるすばん』ID13471、『まんげつの夜、ど

よみもの

参考図書（絵本リスト）

の風つくり工場』ID12075、
『夏の猫』ID12748、
『黒

低学年
『プンスカジャム』（くどうれいん作 くりは
らたかし絵 福音館書店 2021）ID13674
『物語 王さまとかじや』（ジェイコブ・フラ
ンク文 ルイス・スロボドキン絵 八木田宣子
訳 徳間書店 2021）ID13675
高学年から
『ぼくたちがギュンターを殺そうとした日』
（ヘルマン・シュルツ作 渡辺広佐訳 徳間書
店 2020）ID13676＊request
『青いつばさ』（シェフ・アールツ作 長山さ
き訳 徳間書店 2021）ID13677
『虹いろ図書館のかいじゅうたち』（櫻井とり
お著 河出書房新社 2021）ID13678
YA に
『タフィー』（サラ・クロッサン作 三辺律子

『日本の絵本 100 年 100 人 100 冊』（広
松 由 希 子 著 玉 川 大 学 出 版 部 2021 ）
ID13671＊request

ねこ亭とすてきな秘密』ID4938、
『あらしをしずめ

かんねこのあしがいっぽん』ID12380、『ふゆねこ
さん』ID13605、『へんてこりんなサムとねこ』ID
13634、以上絵本。読み物は、
『ねこたち町』ID3217、
『とねりこ通り三丁目 ねこのこふじさん』
ID13102、
『ネコのタクシー』ID0501、
『ねこのたか
らさがし』ID10600、『ねこの町の本屋さんーゆう
やけ図書館の謎』ID12930、
『ねこが見た話』ID0524、
『ぼくのネコにはウサギのしっぽ』ID4081、
『ねこ

たネコの歌』ID13165、探せばもっともっとありま
すよ。おまけにこんな本も・・・
『ねこのことわざ

みんな知ってる?
右の小さな花は、
オオイヌノフグリという
名の雑草で、春のはじめ
に、畑のあぜ道や道ばた
に咲いてるんですって。
伊東には生えてるかなあ。
茨城のおばさんが、写真
とって送ってくれました。
もっと小さい花はイヌノ
フグリ、似た花にクワガ
タソウがあるんですって。
雑草図鑑で調べてみよう。

えほん』ID2951
猫好きさんたち、読んでみてください。

★落語は好きですか・・・
『現代落語おもしろ七席』ID11817、『花のお江戸
の朝顔連』ID1269、
『らくご笑児科』ID11649、
『子
ども落語家りんりん亭りん吉』ID10289、『とって
おきの笑いあり〼』ID3315、『落語少年サダキチ』
ID12376(おはなし会で落語を語ってくれた K 君、
最近来ないけど元気かなあ）
もっともっと探して別置しておきます。興味あったら
スタッフのおばさんに聞いてください。

→大人のページ
2022 年 2 月に入る大人の本
フィクション
『落花流水』（鈴木るりか著 小学館 2022）
ID18713
『月夜の森の梟』（小池真理子著 朝日新聞出
版 2021）ID18688
『みとりねこ』（有川ひろ著 講談社 2021）
ID18689
『かぞえきれない星の、その次の星』（重松清
著 KADOKAWA2021）ID18690
『同志少女よ、敵を撃て』（逢坂冬馬著 早川
書房 2021）ID18691
『夜が明ける』（西加奈子著 新潮社 2021）
ID18692＊request
『ばにらさま』
（山本文緒著 文藝春秋 2021）
ID18693
『ガラスの海を渡る舟』
（寺地はるな著 PHP
研究所 2021）ID18694
『ボタニカ』（浅井まかて著 祥伝社 2022）
ID18695
『残月記』（小田雅久仁著 双葉社 2021）
ID18696
『皆のあらばしり』(乗代雄介著 新潮社
2021）ID18697
『影に対して–母をめぐる物語』（遠藤周作著
新潮社 2020）ID18698
『剛心』
（木内昇著 集英社 2021）ID18699
『輝山』（澤 田瞳子 著 徳間書店 2021 ）
ID18700
『黒牢城』
（米澤穂信著 KADOKWA2021）
ID18701＊166 期直木賞受賞
『らんたん』（柚木麻子著 小学館 2021）

詩 集 ほか

ID18702
『月と日の后』
（冲方丁著
ID18703

PHP 研究所 2021） 『言葉たちに−−戦後詩私史』（平林敏彦著 港
の人 2021）ID18710
『アラン島新装版』（J.M.シング著 栩木伸明
『塞王の楯』（今村翔吾著 集英社 2021）
訳 みすず書房 2019）ID18711（紀行文学
ID18704＊166 期直木賞受賞
『万葉と沙羅』
（中江有里著 文藝春秋 2021）
ID18705
『ミトンとふびん』（吉本ばなな著 新潮社
2021）ID18706
『チンギス紀 12 不羈』
（北方謙三著 集英
社 2021）ID18712＊request
『眠りの航路』（呉明益著 倉本知明訳
社 2021）ID18708
『サワー・ハート』（ジェニー・ザン著
身和子訳 2021）ID18707

白水
小澤

参考図書
『100 万回死んだねこ–覚え違いタイトル集』
（ 福 井 県 立 図 書 館 編 著 講 談 社 2021 ）
ID18709

一般に分類したが、
高校生に読んで感想を聴きたい本 2 冊。

〜学校や保育園、幼稚園で読み聞かせをし
ている方々へ〜
★皆さんは、草谷桂子（くさがやけいこ）さんを
ご存知ですか。彼女は、静岡市のご自宅で、長年
文庫を開き、静岡の図書館を支える活動を推進し、
子どもの本や、子どもに本を手渡すのに素晴らし
いブックリストなどを出しています。文庫にも何
冊かあります。伊東で読み聞かせなどをされてい
る方には、ぜひおすすめしたい絵本のリストが出
ました。★『レインボーブックガイド−多様な性と
生の絵本』（草谷桂子著 子どもの未来社 2022）
ID13681 です。贈呈いただいたので、今月入庫し
ました。今こそ読みたいテーマの絵本たちです。
もし、関心のある方は、下記の YouTube にもアク
セスしてみてください。草谷さんが町田市でリモ
ート講演されています。3 月いっぱい聞くことが
できます。
https-//www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/ま
たは、第 22 回まちだ男女平等フェスティバル で
検索してみてください。

