� 本年も３密を避け予約制で開館です�
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五月のように
竹内 浩三
なんのために
ともかく 生きている
ともかく

どう生きるべきか
それは どえらい問題だ
それを一生考え
考えぬいてもはじまらん
考えれば 考えるほど
理屈が多くなり困る
―中略―
ああ、神さん
人を信じよう
人を愛しよう
そして いいことを
うんとしよう
青空のように 五月のように
みんなが みんなで 愉快に 生きよう

２０２２年・開館スケジュール
5 月 14 日(土）、15 日（日）
若葉のころのおはなし会
15 日午前 11：00〜12:00 子どものため
15 日午後 2:30〜5:00 大人のため
★今月 15 日はおはなし会のため、
貸し出しの時間を下記に変更いたします。
ご協力お願いいたします。
午前は 10：00 予約のみ
午後は 0：30〜2：00 予約まで
６月 18 日(土）、19 日（日）
７月 16 日(土）、17 日（日）
８月 20 日(土）、21 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

文庫あれこれ◆青葉若葉のよい季節です。いか
がお過ごしですか。◆GW が明けて、再びコロナ
感染者数が増えているようですね。三陸を旅しま
した。マスクはしていましたが、会う人はみんな、
心なしか、明るい顔をしていました。◆旅の楽し
みは、通りすがりに見つける知らない花だった
り、人との触れ合いですね。今回は、今まで全部
八重桜と思っていたのが花桃という花木だった
こと、そこここで見かけた芝桜のピンク、一つの
山全体が藤の花で覆われていたこと等が目に残
りました。◆文庫だよりをお送りする方からも、
四季折々に、お宅で咲く花の写真を送っていただ
きます。５月にいただいたのは、二宮の S さん
から見事に大きい白牡丹。一句添えて。
牡丹一輪 匂ひたつ
今朝の庭
◆記者さんによる子ど
も文庫ゆるかの里分館
の記事と、私の寄稿が
伊豆新聞に載りました。
お目に止まったでしょ
うか。<若葉のころのお
はなし会>、子どもたち、来てくれるといいなあ。
◆今月は新刊、少ないです。◆５月の文庫は、ヒ
メシャラの葉も繁り、ウグイスが鳴いているでし
ょう。玄関の白モッコウはもう散ったかしら。お
元気なお顔にお会いできますよう。来館お待ちし
ています。
（西村）
写真は
花桃の木
北山崎リアス式海岸
羅賀の海
大船渡碁石海岸
(伊達政宗が碁石
に

に使ったと言う)

森鷗外の詩碑「扣鈕」を訪ねて
島根県津和野町出身の安野光雅が敬愛していた

鷗外は、エリスとの思い出の扣鈕を 20 年間大切

のが森鷗外。鷗外も津和野で生まれています。10

にし、その扣鈕を戦地でも身につけていたのです。

才の時御典医だった父と共に上京。津和野には森鷗

生家の詩碑は、33 回忌にたてられ、この時、東

外記念館があり、すぐ隣に生家も保存されています。 京三鷹の禅林寺から津和野の永明寺に分骨もされ
さて、その生家の前庭にある詩碑（右写真）に刻

ています。（余談：三鷹の鷗外のお墓の向かいにた

まれているのが、
「扣鈕」
（ぼたん）という詩です。

っているのは、太宰治のお墓。昔、青森出身の友人

扣
鈕
南山（なんざん）の たたかひの日に
袖口の こがねのぼたん
ひとつおとしつ
その扣鈕惜し
（この間に 3 連 12 行あります）

ますらをの 玉と碎けし
ももちたり それも惜しけど
こも惜し扣鈕
身に添ふ扣鈕
『うた日記』

森鷗外作

と一緒に墓参したことがあります）
なぜ、生家の詩碑に 「扣
鈕」が選ばれたのか。ず
っと気になっていました。
鷗外記念館の資料によ
ると、鷗外の長男である於
菟（おと）に相談された佐
藤春夫が「扣鈕」を選び、
揮毫も行ったとのこと。於菟の著作『父親としての

岩波文庫より

初めてこの詩を読んだとき、私は違和感を覚えま
した。鷗外といえば、軍医総監、文学者など多くの
顔をもつ巨人です。特に死傷者の多かった陸軍の軍
医が戦地でこんな詩を詠み、出版もしたの？と。
「扣鈕」は、日露戦争中戦地にて創作した詩歌を
集めた『うた日記』に収められた詩です。どうやら、
「20 年前にベルリンで買った思い出のカフスボタ
ンを戦いの時に片方なくしてしまった。
この戦いで
たくさんの兵の命を失ったことも惜しいが、それよ
りもなくしたカフスボタンが惜しい。
」と言ってい
るようです。誰を想っているかというと、それは、
『舞姫』のモデルであるエリスでしょうね。

森鷗外』
（ちくま文庫）には、中学生だった於菟が、
鷗外に「……戦争の時片方なくしてしまった。とっ
ておけ」と言われ、銀の星と金の三日月とをつない
だ扣鈕を、これも父からもらった小箱に入れたと書
かれています。扣鈕を於菟に渡しているのです。
鷗外は、「余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲
ス」(石見は島根県西部の旧国名)と遺言していまし
た。今、
「扣鈕」を読むと、軍人鷗外の姿は遠のき、
戦いよりも若き日のかけがえのない人との思い出
を大切にしたいという意思が感じられます。
戦場に赴いた兵たちにもみな大切な人があるの
だとも読み取れます。こういう感性の持ち主だった
のかと思い至ると、堅く難しい印象だった鷗外がぐ
っと魅力的に、身近に感じられるようになりました。

林 良子

徒然なるままに・・・

（さ・ら）

★7 泊８日三陸海岸車旅報告。相変わらず、観光は
３の次、美味美酒を求めての日々。★２日午後 3:30
連合いの外来勤務を終えて、一路仙台へ。途中雷雨
に見舞われ、老人は運転に神経をすり減らし、仙台
のビジネスホテルに 9:00 頃着。荷物を置いて、お
目当ての焼き鳥屋へ。でもお気の毒さま。ネットで
見たメニューとは変わっていて、コブクロ、ガツ刺
はなく、砂肝の刺身で我慢。★２日目、岩手北三陸
へ。リアス式海岸で有名な北山崎（表紙の下左写
真）。銀河鉄道の主人公の友・カンパネルラが駅舎
名についている田野畑駅があり。この辺りは賢治が
船に乗って旅したようで、イーハートーブ海岸とも
呼ばれているらしい。潮騒の宿?で波の音を聞きな
がら眠り、★３日目は次のお目当て、＜牡蠣小屋＞
(宮古、山田町)に。しかし珍しく予約しなかったた
め✖。代わりに教えてもらった＜釜揚げ屋＞が大当
た り !! 殻 付 生 牡 蠣 （ １ 個 ¥100 ） 殻 付 生 ホ タ テ
（¥300）＋昆布うどん（これまた中の地元昆布類
が美味い）。宿は鄙びた元・湯治場。でも、八重桜
ならぬ花桃の見事さ、山菜の豊富さ、女将さんの嬉
しいもてなしで言うことなし。★４日目は宮古あた
りを行ったり来たり、ビジネスホテル近くの居酒屋
で、連合い、コブクロとレバ刺しに❣★５日目、や
っぱり宮古郊外の大宿舎。自然公園の中にあり長閑
のんびり。相方、チェックインまでジョギング。私
はおはなしを憶え、遥かに海、日没と夜明け共に見
られて。★６日目、例の＜牡蠣小屋＞（焼き牡蠣）
経由で気仙沼へ。途中、碁石海岸は中々見応えあり。
吉浜（キッピン）鮑が食べたくて中国に輸出大の吉
浜（よしはま）港へ。でも漁は 11 月からで今は冷
凍で✖。★７日目、福島へ。途中、小名浜港で、食
べた目ひかりも珍味。宿で出たキンキの唐揚げ最
高。―とまあ、気ままな旅（連れ合いはチェ
ックイン前に連日ジョギング）でしたが、岩手では、
海岸沿いに津波の高さを表示した標識（陸前高田で
は、一本松や震災で崩壊した道の駅、役所、マンシ
ョンがそのままに）。福島に入ると、未だ線量の表
示、そして、帰村禁止区域の村、町、３キロ先に福
島第１原子力発電所を横目で通り過ぎた旅でもあ
りました。

→子どものページ
2022 年 5 月に入る子どもの本
絵

本

『もしものせかい』
（ヨシタケシンスケ作 赤ちゃ
んとママ社 2020）ID13717
『たまごのはなし』
（しおたにまみこ作 ブロンズ
新社 2021）ID13718
『た』
（田島征三作 佼成出版社 2022）ID13720
『 パ ン ダ 銭 湯 』（ tuperatupera さ く 絵 本 館
2013）ID13721
『子どもの本で平和をつくる―イエラ・レップマ
ンの目指したこと』（キャシー・スティンソン文
マリー・ラフランス絵 さくまゆみこ訳 小学館
2022）ID13713
『おばあさんとトラ』
（ヤン・ユッテ作・絵 西村
由美訳 徳間書店 2021）ID137719
『あめのひ』
（サム・アッシャー作・絵 吉上恭太
訳 徳間書店 2017）ID13711
『かぜのひ』
（サム・アッシャー作・絵 吉上恭太
訳 徳間書店 2018）ID13712
『ひとりひとりのやさしさ』
（ジャクリーン・ウッ
ドソン文 E.B.ルイス絵 さくまゆみこ訳 BL 出
版 2013）ID13714
『海と灯台の本』
（V.マヤコフスキー文 B.ポクロ
フスキー絵 松谷さやか訳 新教出版社 2010）
ID13715
『アフガニスタンのひみつの学校―ほんとうにあ
ったおはなし』
（ジャネット・ウィンター作 福本
友美子訳 さ・え・ら書房 2022）ID13716
『編みものばあさん』
（ウーリー・オルレブ作 オ
ーラ・エイタン絵 もたいなつう訳 径書房
1997）ID13730

→大人のページ
『九つの泣きべそ人形―ポーランドの民話より』
（アン・ペロンスキーぶん チャールス・ミコラ
イカえ いわたみみやく ほるぷ出版）ID13729
『なぞなぞ 100 このほん』（M・ブラートフ採集
松谷さやか編・訳 M・ミトゥーリチ絵 福音館書
店 1994）ID13727★ロシアのいろいろな国の
謎々を集めたもの
『イワン王子と火の鳥―母と子の世界のメルヘン
16』（イリーナ・カルナウホワほか作 内田莉莎
子ほか訳 講談社 1984）ID13728

よみもの
『霧のむこうのふしぎな町』
（柏葉幸子作 杉田比
呂 美 絵 講 談 社 青 い 鳥 文 庫 2004 新 装 版 ）
ID13710
『どんぐり喰い』
（エルス・ペルフロム作 野坂悦
子訳 福音館書店 2021）ID13722
『おとなってこまっちゃう』(ハビエル・マルピカ
作 宇野和美訳 偕成社 2022）ID13723
『マイブラザー』（草野たき著 ポプラ社 2021）
ID13724
『ロシアの昔話』（内田莉莎子編・訳 タチヤー
ナ・マブリナ絵 福音館文庫）ID13725

ノンフィクション
『ざんねんないきもの事典』
（今泉忠明監修 髙
橋書店 2016）ID13731
『さらにざんねんないきもの事典』（今泉忠明
監修 髙橋書店 2022）ID13726

2022 年 5 月に入る大人の本
フィクション
『ルコネサンス』（有吉玉青著 集英社 2022）
ID18751
『団地のふたり』（藤野千夜著 U-Next2022）
ID18758
『ヒカリ文集』（松浦理英子著 講談社 2022）
ID18759
『花散里の病棟』（帚木蓬生著 新潮社 2022）
ID18760
『ペンギンの憂鬱』
（アンドレイ・クルコフ著 沼
野恭子訳 新潮社 2022）ID18761

ノンフィクション ほか
『シャーロック・ホームズの建築』（北原尚彦文
村 山 隆 司 絵 ・ 図 エ ク ス ナ レ ッ ジ 2022 ）
ID18752★橿原市今井町上野さんから寄贈
『サン=テグジュペリの世界―<永遠の子ども>の障
害と思想』
（武藤剛史著 講談社 2022）ID18753
『ピリカチカッポ―知里幸恵と『アイヌ神謡集』』
（石村博子著 岩波書店 2022）ID18754
『『その他の外国文学』の翻訳者』（白水社編集部
編 白水社 2022）ID18755
『ぼけますから、よろしくおねがいします おか
えりおかあさん』（信友直子著 新潮社 2022）
ID18762

文

庫

『なぜ漱石は終わらないのか』（石原千秋/小森陽
一著 河出文庫 2022）ID18756
『800 日間銀座一周』
（森岡督行文・え 伊藤昊写
真 文春文庫 2022）ID18757

『西行花伝』を読んで

荻野 哲夫

西洋文明に出会う以前の日本には、文化・文
明に対する概念としての『自然』という考え方
はなかった。全てが自然的に流れる状態であり、
時間の経過によって刻々と形を変えてゆく自
然の美しさとその儚さに、当時の日本人は雅を

–年月をいかにわが身におくりけん。昨日
の人も今日はなき世に–
『西行花伝』には西行が頼朝と出会う場面が
ある。東大寺再建の勧進を求めて、奥州藤原に
向かう途中、西行は資金運搬の許可を得るため、

感じていた。
NHK の大河ドラマ『鎌倉殿の 13 人』が始
まった。西田敏行演じる後白河法皇とほぼ同時
代に生きた西行法師。その生涯を辻邦生は『西
行花伝』のなかで、架空の弟子である藤原秋実
を通して、端正な文体で語らせる。

頼朝に会うのである。一夜語り明かした後、西
行は頼朝より銀の眠り猫を賜る。西行の懸念は
払拭された。
–鎌倉殿ほどの器量の人は他に見いだせ
ない。鎌倉殿は、私の生涯に見ることのできた
最も優れた人物の一人であった。–

退位し、出家され法皇となった後白河。北面
武士として鳥羽院に奉職しながらも歌の道を
志し、出家した西行。同じ出家の身の上といえ
ども、法皇を名乗りながらも、権力の座に連綿
としてしがみつく後白河。一方、外の世界に影
響を受けながらも、歌の世界に雅を求め続ける

ドラマ『鎌倉殿の 13 人』にも西行法師が登
場して、この雅を語らせたら、ドラマの奥行き
が広がり、面白くなるのでは。三谷脚本にこう
ご期待。

西行。
–余裕があった時、初めてこの世を楽しも
うという気になる。この楽しもうと思う心が雅
なのだ–
策略、裏切り、殺戮、粛清などが横行する乱
世の時代。保元の乱によって、讃岐に配流され
た崇徳上皇の身を案じながら、時代に翻弄され
る人間の性を冷静に見つめる西行。

『西行花伝』（辻邦生著 新潮社）ID5068 *箱入り。

★今回、寄稿して
くださったのは、今
年会員になられた
荻野さんです。素
敵な感想文をあり
がとうございます。
これからもよろしく
お願いいたします。

❣️初めまして、おはなし会❣️
鬼頭 慎二
初めまして。沙羅の樹文庫の向かいに越してき
た鬼頭です。引越しのご挨拶の翌朝におはなし勉
強会を見学することに。先ず皆様が話す内容を完
璧に頭に入れていることにびっくりしました。更
におはなしを聴いていると、その時代にタイムト
ラベルしたような感覚に。これは語り手と作品の
魅力によって生み出された賜物かと思います。ま
た語り手と聞き手の一体感が増すと、物語の空間
に一緒に旅行できそうです。
やはり印象に残ったおはなしは、子どもの頃に
何度も読んだおはなしです。ぼんやりとした記憶
だけれども雪女に息を吹き掛けられる恐怖。これ
は何年経っても忘れられない記憶です。おはなし
をするときに同じ動作をすることでリアルに再
現されて怖かったです。
ウズベクのむかしばなしも印象的でした。貧し
い父ラザールと娘カモーラのおはなし。親子は、
住む所の自由まで奪われ、危険とされる隣国の近
くに引越しを余儀なくされる。しかし、人生何が
起きるのか分からないのが面白い。隣の国から招
待状が届き、危険とされる地域で救った青年が隣
国の王だった。隣国との関係も良好に。更に故郷
で別れてきた幼馴染アルハートとバッタリ、最後
は結婚。ハッピーエンドは、明日への希望を届け、
おあとがよろしいようで。
沢山のおはなしを聴かせていただき、ありがと
うございました。
★新会員、おはなし勉強会に突然参加され、２時間余、飽
きもせず、真剣に聴いてくれました。我ら語り手、嬉しい驚
き! そしてお向かいさん、よろしくね! 本番は５/15 です。
他の男性会員さんも、ぜひ聴きにいらしてください❣️

