
皇居・北詰橋前の桜（曇天の３.１３午後） 

  

           

 

 

 

 

 
      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文庫あれこれ 
◆今日は肌寒いくらい 
ですが、数日の暖かさ 
に東京では、辛夷の花 
が咲きました。表紙の 
写真は昨年 6 月、さく 
らんぼをつけていた皇 
居の色濃い桜です。 
◆蔓防解除になるから 
か、３連休だからか新 
幹線も熱海からの電車 
もあいにくの雨模様に 
もかかわらず混んでい 
ました。◆今日は卒業式があると見えて、着物
姿の若い人も見られました。めでたく希望の高
校、大学に合格した人、残念だった人、そして
3 月は別れの季節ですね。◆でも、この地球上
で、戦争が起き、逃げ惑い、怪我をし、命を失
っている人たちがいること、忘れてはならない
です。私たちにできることはなんでしょうか。
◆３月１４日の地震も、被災地の方は、３.１１
を思い出し、どんな思いで過ごしたでしょう。
東京でも、すごい揺れでした。◆それでも季節
は春へとへめぐっていきます。伊豆高原の駅付
近の大寒桜が実に美しく咲いていました。文庫
の河津桜はまもなく葉桜に・・・。◆昨日、愛
子さんが、成人のご挨拶を述べておられました。
とても茶目っ気があるような。お立場を超えて、
素晴らしい人生を歩まれんことを❣️◆左下の菜
の花は二宮の方が写メしてくださいました。み
なさん、さまざまな春を有難うございます。◆
嬉しいご報告です。私がこの文庫を作った目的
は当初、子どもの図書館でした。でもご承知の
ように大人の方もたくさん来てくださる図書館
になりました。その反面、子どもたちは一人で
は来られないからか、年々少なくなって…。私
としては淋しい限りのところ、会員の O さんが
子どもの文庫を開きたいと。それでは、沙羅の
樹の分館として、ということで、伊藤忠記念財
団にも助成していただけて、八幡野小学校近く
でこの春スタートすることになりました。こち
らもよろしくお願いします。◆今日１８日雨で
すが、明日明後日は晴れて、みなさんがお元気
にお顔を見せてくださるよう、お待ちしてます。
ついつい新刊入れてしまっています。（西村） 

 

� 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 
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 
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・・・世の中、何が起きても季節は巡ってきます。 

    

今日 何も彼も  
なにもかも 春らしく 
 

春らしき 色といふより  
好きな色 

色見せて  
ミモザの月日 はじまれる  

春光を 砕きては波 かがやかに 

立ち上る 波白く折れ 東風の沖 

稲畑汀子 春の句（『定本 汀子句集』より） 



 

朝起きられない子の意外な病気―「起立性
調節障害」 患者家族の体験から（中公新
書ラクレ）』（武香織著 中央公論新社）   

 

朝どうしても起きられない子がいたら、起立

性調節障害という病気を思い浮かべてみて下

さい。 

 人間は起き上がった瞬間に血圧が一旦グン

と下がるものの、普通の人はすぐ正常に戻りま

す。でもこの病気になると血圧が戻るまで何時

間もかかり、夕方までかかる人もいるそうです。

たとえ本人が頑張ろうとしても、辛くて起きら

れず、起きても頭がぼーっとして活動できませ

ん。 

 病気かどうかの診断は直ぐにできて、自律神

経系の不全が原因とされていますが、不明な点

が残り特効薬も有りません。ですが成長すると

次第に治まり、或いは生活の仕方などで折り合

いを付けて暮らせるようになってきます。 

 小・中学生での発症が多く、辛いながらも何

とか起きて登校できる軽症の子まで含めると5

～10％も居るそうです。たいていは夕方までに

徐々に血圧が戻って夜は元気になるので、親や

周囲の人たちから「学校へ行きたくないだけ」

と誤解されがちです。 

 本人は苦しんでいるのに辛いことが理解さ

れずに「怠けてる」などと言われ続ける結果、

心が折れて孤立したり引きこもったりの二次

障害が起きて、一生を棒に振ってしまう人も 

 

 

 

いると聞きます。残念でなりません。病気に立

ち向かうのは本人しかできませんが、せめて周

りの人たちはこの病気を正しく理解し、決して

責めたりせず、時には支えながら優しく見守り、

皆でこの二次障害を防ぎましょう。 

 病気に苦しみ不安に思いながらも必死に頑

張っている彼らの『想い』が潰されないように、

切に願います。 

  

古い町家でカフェをしていると、時に思いが

けない出会いがあります。 

 雑誌の締切りに日々追われていたルポライ

ターで、誰も客の居ないカフェで静かにランチ

を食べたいと店に入って来たのが著者の武香

織さんでした。 

この本は、起立性調節障害と診断された息子

さんが、本人の努力才覚と家族や周りの人達の

理解協力によって、見事に障害を乗り越えて音

楽人生を歩み出した感動の物語です。病気に付

いても良く判ります。 

しばらく奈良に滞在してい 

た武さんは、「これからは本 

当に納得の行く記事だけを仲 

間と Webで発信しよう」と気 

持ちを切り替え、再出発を期 

して川崎の自宅に戻って行き 

ました。お二人の今後が楽し 

みです。 
 

 

読んでみて下さい!    〜周りにいませんか〜     上野 潤 

 
 
 

徒然なるままに・・・  （さ・ら） 
★2 月下旬にまた熱海へ行ったほかは、2 日ほど外

出しただけで、3 月は家にじっとしていました。★

外出の 1 つは、伊藤忠記念財団からいただけるこ

とになった助成金授与式。本来なら(コロナ禍でな

ければ)助成を受けた多くの人々が全国から集う

はずだったと聞きました。出席者は東京在住の人

のみ。みなさん、方法は異なっても子どもたちに

読書を通した活動をなさっている人・団体。病院

の入院児へのサービス、海外でのサービス、若い

お母さんたちへの啓蒙活動・・・。何十年も実績

をつまれた方のリモート講演もありました。★も

う１つは、昨年、文庫の会員になられたＮさんと

お仲間の写真展。六本木の富士フィルムで。先生

は、テクニックよりシャッターをきる瞬間に込め

られたそのままがよい、とおっしゃるとか。それ

ぞれの方のお人柄の溢れるような自然を見せてい

ただきました。★わが家のニュースと言えば、札

幌では階段ふみはずして落下しても後遺症なく過

ごしていた連れ合いが、ジョギング中につまずい

て鉄杭にぶつかり、左の鎖骨を見事にポキン！ 

でも術後２日退院したその日に皇居を走り(表紙

の写真を撮り)と、当方、冷や汗もの。みなさんも

お気をつけて! ★あとは、みなさんもそうでしょう

が、いつにもまして、新聞とニュース番組を見ま

した。 
← 上野さん宅のお雛さま 
      5 人囃子の前のお３方は何する人ぞ⁈ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2月号<シャーロック・ホームズを推理する(5)>の中で間違って転載した箇所あり。次回、訂正します。ごめんなさい、小林さん。(西村) 

 
 



絵 本 
『よるのきかんしゃ、ゆめのきかんしゃ』（シ

ェリー・ダスキー・リンカー文 トム・リヒテ

ンベルト絵 福本友美子訳 ひさかたチャイ

ルド 2016）ID13682 

『おじさんのぼうしはどこいった?』（ジョ

ン・エル・ノドセット作 フリッツ・シーベル

絵 やすだふゆこ訳 出版ワークス 2021）

ID13683 

『ふくろのなかにはなにがある?』（ポール・

ガルトン再話・絵 こだまともこ訳 ほるぷ出

版 2009）ID13684 

昔話絵本 

『麦の穂（ウクライナ民話 ラチョフシリーズ

2）』（エヴゲーニイ・ラチョフ絵 田中潔訳 

ネット武蔵野 2004）ID13685 

『わらの牛（ウクライナ民話 ラチョフシリー

ズ 3）』（エヴゲーニイ・ラチョフ絵 田中潔訳 

ネット武蔵野 2003）ID13686 

『オノモロンボンガーアフリカ南部のむかし

ばなし』（アルベナ・イヴァノヴィッチ=レア再

話 さくまゆみこ訳 光村教育図書 2021）

ID13687 

『わたしがテピンギー–ハイチのおはなし（女

の子の昔話えほん）』（中脇初枝再話 あずみ虫

絵 偕成社 2022）ID13688 

 

よみもの 
低学年から中学年 

『たんたのたんけん 改訂版』（中川李枝子作 

山脇百合子絵 学研プラス 2021）ID13689 

『マジックツリー・ハウス 30 ロンドンのゴ

ースト 』ID13590『マジックツリー・ハウ

ス 31 インド大帝国の冒険 』ID13691 

『マジックツリー・ハウス 32 ロンドンのゴ

ースト 』ID13692 

『マジックツリー・ハウス 33 大統領の秘密 』

（メアリ・ポープ・オズボーン作 食野雅子訳 

メディアファクトリー）ID13693 

高学年から 

『博物館の少女―怪異研究事始め』（富安陽子

作 偕成社 2021）ID13690 

『シリアからきたバレリーナ』（キャサリン・

ブルートン作 尾崎愛子訳 偕成社 2021）

ID136894 

岩波少年文庫 

『最初の舞踏会（岩波少年文庫 ホラー短編

集）』（平岡敦編訳  岩波書店 2014）

ID13695 

『小さな手（岩波少年文庫 ホラー短編集）』

（金原瑞人編訳 岩波書店 2022）ID13696 

 
おはなしの本 
『雌牛のプーコラ(おはなしのろうそく愛蔵版

12)』（東京子ども図書館編・刊 2021）

ID13697 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
→子どものページ 

2022年 3月に入る子どもの本  

沙羅の樹文庫だより１８4−２ 

こんな本あったよ!! 春のはなの本 
たんぽぽ 
絵本：『たんぽぽ』（甲斐信枝作・絵 金の星社）ID13357 

『たんぽぽ』（平山和子作・絵 福音館書店）ID11185 

よみもの：『タンポポざむらい』（今江祥智作 ポプラ社）

ID13008 

『たんぽぽ』（岡修三作 小峰書店）ID3675 

『たんぽぽたんぽぽ』(赤松まさえ作 けやき書房）ID3667 

『きつねとたんぽぽ』（松谷みよ子作 小峰書店）ID1337 

『たんぽぽ色のリボン』(安房直子作 小峰書店）ID11614 

『たんぽぽたんぽぽ』(赤松まさえ作 けやき書房）ID3667 

『村岡花子童話集 たんぽぽの目』(村岡花子作 河出書

房新社）ID11194/『たんぽぽのお酒』(レイ・ブラッドベリ作 

晶文社)ID31 

詩：『星とたんぽぽ』(金子みすず作 金の星社)ID4278 

社)IIID427844442784278ID3667 

科学もの：『全部わかる! タンポポ（しぜんのひみつ写真

館）』（岩間史朗写真 ポプラ社）ID11505 

さ く ら 
絵本：『ほわほわさくら』（ひがしなおこ作 きうちた

つろう絵 くもん出版）ID1878 

科学絵本：『さくら』（長谷川摂子作 矢間芳子絵 福

音館書店）ID4044 

『ひかるさくら』（まついのりこ作 講談社）ID10078 

よみもの：『さくらの谷』（富安陽子作 松成真理子絵 

偕成社）ID13635   『さくら村はおおさわぎ』（朽木祥

作 小学館）ID13550  『さくらいろの季節』（蒼沼洋

人作 ポプラ社）ID12206  『さくら猫と生きる』（今

西乃子作 ポプラ社）ID11747  『森のサクランボつみ

大会』（二宮由紀子作 文溪堂）ID10894   『さくらの

下のさくらのクラス』（宮川ひろ作 岩崎書店）ID4203   

『花ふぶきさくら姫』（斉藤洋作 あかね書房）ID2668 

『サクランボたちの幸せの丘』（アストリッド・リン

ドグレーン作 徳間書店）ID3316 

 

 



 

 
 
フィクション 
『ミチクサ先生 上・下』（伊集院静著 講談

社 2021）ID18714、18715 

『母の待つ里』（浅田次郎著 新潮社 2022）

ID18716 

『ブラックボックス』（砂川文次著 講談社

2022）ID18717 ★芥川賞  

『アキレウスの背中』（長浦京著 文藝春秋

2022）ID18718 

『黛家の兄弟』（砂原浩太朗著 講談社2022）

ID18719 

『孔丘』（宮城谷昌光著 文藝春秋 2020）ID 

18733 

『緑の天幕』（リュドミラ・ウリツカヤ著 前

田和泉訳 新潮社 2021）ID18720 

『レーニとマーゴで 100 歳』（マリアンヌ・

クローニン著 村松潔訳 新潮社 2022）

ID18721 

 

エッセイほか 
『ラスト・ワルツ胸踊る中国文学とともに』（伊

波律子著 岩波書店 2022）ID18729 

『父のビスコ』（平松洋子著 小学館 2021）

ID18723 

『菊池寛が落語になる日』（春風亭小朝著 文

藝春秋 2022）ID1824 

 

『ヘルシンキ生活の練習』（朴沙羅著 筑摩書

房 2021）ID18726 

『ノブレス・オブリージュ イギリスの上流階

級』（新井潤美著 白水社 2022）ID18727 

『国境を超えたウクライナ人』（オリガ・ホメ

ンコ著 群像社 2022）ID18732 

 

美 術 

『愛のぬけがら』（エドヴァルド・ムンク著 原

田マハ訳 幻冬舎 2022）ID18722 

『原田泰治が描く日本の童謡・唱歌 100 選』

（原田泰治絵 DNP アートコミュニケーショ

ンズ 2017）ID18731 
 
 

新 書 
『この 30 年の小説、全部読んでしゃべって社

会が見えた』（高橋源一郎著 齋藤美奈子著 

河出新書 2021）ID18728 

 
文 庫 
『人間は憐れであるー東海林さだおアンソロ

ジー』（東海林さだお著 平松洋子編 ちくま

文庫 2021）ID18725 

『定本 汀子句集』（稲畑汀子著 角川文庫）

ID18730 ★俳句集 

 

 
 

 

 

→大人のページ 

2022年 3月に入る大人の本 

 

 
時には大人も子どもの本を!! 

 

『兄の名は、ジェシカ』 

（ジョン・ボイン著  

原田勝訳 あすなろ書房 

2020） ID13298 

 

                           西村 裕子 

14歳のサムには、自慢のお兄さんがいる。 

4 歳年上で、サッカー部のキャプテンで学校

でも人気者。弟の誕生を手放しで喜び、病気

の時は付き添い、勉強も丁寧に見てくれる。

官僚の母親や、その秘書の父親という仕事優

勢で自分勝手な両親とは大違いだ。 

その大好きなお兄さんが、ある日「自分は

兄ではなく姉だ」と家族に勇気をふりしぼっ

て告白する。ＬＧＢＴでいうというところの

Ｔ（トランスジェンダー）で、本人は本当の

自分を取り戻したいし、親は世間体を含めて

全く理解しようとしないし、弟は受け入れら

れなくて混乱するし、学校関係者や政府公用

車の運転手さん、親戚、友人、とりまく人々

は理解や拒否や、色々な反応を示す。 

『縞模様のパジャマの少年』のジョン・ボイ

ンによる最新作。軽妙な語り口とエンターテ

インメント性の強い展開ながらも、内容は「作

者あとがき」を含めて熟読したい一冊。 
 
★『縞模様のパジャマの少年』（ID3842）を未
読の方はぜひ!  他に、やはりナチスに連なる
子どもの本『ヒトラーと暮らした少年』も!! 
(ID12718)  

 

 

 
 


