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六月・・・
どこかに美しい村はないか
一日の仕事の終りには一杯の黒麦酒
どこかに美しい村はないか
鍬を立てかけ 籠を置き
男も女も大きなジョッキをかたむける
一日の仕事の終りには一杯の黒麦酒
・・・・（2 節 略）・・・・

どこかに美しい人と人との力はないか
同じ時代をともに生きる
したしさとおかしさとそうして怒りが
鋭い力となって たちあらわれる

本年も３密を避け予約制で開館です
鍬を立てかけ
籠を置き

文庫あれこれ ◆東京はすでに梅雨入りしたよう

２０２２年・開館スケジュール
6 月 18 日(土）、19 日（日）
男も女も大きなジョッキをかたむける
7 月 16 日(土）、17 日（日）
8 月 20 日(土）、21 日（日）
9 月 17 日(土）、18 日（日）
文庫開館時間は
土曜日 13：00〜17:00
日曜日 10：00〜15:00
子どものための読み聞かせ・おはなし会
日曜日１０：３０〜１１：００
おはなし沙羅・おはなし勉強会
土曜日１０：３０〜１２：３０
〒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

茨木のり子作（『見えない配達夫』所収）

です。お元気ですか。文庫のヒメシャラの花はもう
散ったでしょうね。◆今日は「時の記念日」。つい
うっかり無為に時を過ごし、残りの時を考え、しま
った、と思う毎日です。断捨離と言いながら、全く
進まず、何をしても中途半端。お話を憶えようと思
っても、口に上らず、ただただ時が移ろっていきま
す。終活も手に余り。ここは嘆きを吐露する場では
ないのに恐縮です。
（6.10）◆花を愛でる友人が自
宅の庭に咲く様々な薔薇の花を撮って毎日送って
くれます、野の花を含めて。心癒される時です。”
ハルキウに花植えはじめる人らあり砲撃音の未だ
やまぬに”（原里江さん： 6.12 朝日歌壇）◆下の
バラは、クイーン・エリザベス（常総市の友から）
。
エリザベス女王も頑張っておら
れますね。◆今、6.１７金曜日
昼下がりの文庫です。薄日がさ
して、風が爽やか。気持ちがい
いです。ヒメシャラの花がもっ
と絨毯のように、地面を埋めて
いると思ったのですが、何故か、
パラパラです。◆ここにいると、
テレビも新聞もなし、ウクライ
ナも、コロナも遠く・・・。◆日曜日、大室にも、
分館ゆるかの里にも子どもたくさん来るといいな
あ、と思いながら、新入庫の本をパソコンに収録し
たところです。大人の本 1６冊、子どもの本 15 冊
入りましたー❣◆週末天気になあれ（西村）

コロナ禍での生活は３年目を迎えています。世

せる場面が何度か出てきますが、おそらくドイル

徒然なるままに・・・

界に大きな影響を与えたこの感染症は、間違いな

がシンプソンからの知識を得たためと思われます。

く歴史に残るでしょう。

ただクロロホルムは少量を布に染み込ませた程度

平常、非常時にかかわらず、思い立つと旅に出る。
ツアコンは大変だよ、と言いながら旅先の予定と宿を
考える我が相棒である。GW に次いで６月初めの週末
4 泊５日のちょい旅は、長野〜富山方面。
（もちろん、
彼は、木曜夕方まで勤務して、月曜は帰るとすぐに、
大急ぎで仕事場に、と働いています）🌹まず、松本で
は馬のハツ（心臓）刺しがお目当て。でもご不満。私
は、ヨーグルト純米酒が気に入った。馬の大動脈塩昆
布馬油和えも食べてみた（まあまあ）
。🌹次の日は、船
でしか行かれない宿・大牧温泉。緑の渓谷の間を縫っ
て進む３０分の船旅はさわやかで心癒される。宿のセ
ンスもサービスも温泉も悪くない、が、もっとお料理
に工夫が欲しい。品数が多ければいいというものでは
ない。🌹３日目は母方の故郷（今は誰もいない）越中
八尾（風の盆の）泊。幼い時、本家の台所にあった富山
名物の蒲鉾（ここのは、板がない。昆布巻きや、紅や緑
の渦巻き状）の低い山型の大きな<やわらか>を失敬し
てきて仏間に隠れて頬張った記憶が１度目。その時は
祖母と５月の曳山祭りに行ったのだが、子ども心に、
町々の山車の見事さに目を見張った。２度目は、母、
娘３人と、風の盆を見に行った。夜のまち（いく筋も
の坂の町である）を胡弓に合わせて踊り手が音もなく
舞いながらねり歩く。この世と思えない不思議な世界
だった。３度目は老いた母２人と夫婦で能登の帰りに。
４度目は土砂降り最悪の風の盆（夫婦のみ）
。そして今
度がきっと最後。山の上の宿（半官半民?）は緑に囲ま
れ、セキレイが鳴いて長閑だった。🌹４泊目は長野、
白骨温泉。白樺の木に囲まれ落ち着いた風情で温泉も
料理もグー（相棒にとっては、お新香の良し悪しで、
料理全体の点数が変わる）。帰りの土砂降りの運転（相
棒、お気の毒）を除けば、まずまずの良い旅だった。🌹
GW は海辺の旅で、今回は川べりの旅（庄川、神通川
ほか）。水の流れは心を癒してくれる。＊いつも気まま旅

ホームズが活躍した１９世紀のイギリスで恐れ

で意識を失わせることはないそうです。

られていた感染症はコレラでした。1854 年にはロ

ドイルは、シンプソンを介してスノウの存在も

ンドンで大流行し、狭い地域の中で 600 人以上が

知っていた可能性があります。通説では、エジンバ

次々と命を落としました。この時、外科医のジョ

ラ大学で教鞭をとっていたジョセフ・ベルがホー

ン・スノウはそれまで頑なに信じられてきた瘴気

ムズのモデルと言われていますが、スノウの科学

説（悪い空気による感染）には何ら科学的な根拠が

的な調査やしらみつぶしに調べる疫学的手法もま

ないと主張し、コレラの発生源が菌によって汚染

たホームズに影響を与えているように思われます。

された水であることを突き止めました。感染者の

20 世紀に入ってからイギリス、そして世界は「ス

出た街を、聞き込みをしながらくまなく歩きまわ

ペイン風邪」と呼ばれたインフルエンザの脅威に

り、
「疫病地図」を作ってその説を証明したのです。

さらされ、第一次世界大戦と重なって多くの犠牲

その手法からスノウは「医学探偵」と呼ばれるよう

を出します。ドイルも、息子キングズリーと弟イニ

になりました。
（デボラ・ホプキンソン作の児童向

スをこの感染症で失っています。科学を信頼して

け小説『ブロード街の 12 日間』に詳しく描かれて

いたドイルも力尽きたのでしょうか、その後心霊

います。）

術へ深くのめり込み、
「ホームズ」続編の筆を執る

スノウは外科医でもあったので、麻酔としてク

ことはありませんでした。

ロロホルムを実用化して患者の苦痛を取り除いた
ことでも知られます。
（現在は危険を伴うことから
麻酔としてクロロホルムを使用することはありま
せん。）このクロロホルムを臨床応用した最初の医
学者はエジンバラ大学のジェームズ・シンプソン
でした。シャーロック・ホームズの作者、アーサー・
コナン・ドイルはエジンバラ大学で医学を学び、シ
ンプソンの講義を聞いています。ホームズ物語に
は、布に沁み込ませたクロロホルムで意識を失わ

小林宅のトケイソウ、花の先にあるのは、時計の長針、短
針、秒針? （キリスト受難の花とか・花言葉は信心、信仰）

(さ・ら)

の報告で恐縮です。でも、コロナ下で出歩きを控えている方に、文
庫だよりで旅気分を味わっていただきたいと思う心� からなので
す。（苦笑）

→子どものページ

文庫だより１８７−２

2022 年 6 月に入る子どもの本
絵

本

『ことりのぴーと』（ディック・ブルーナぶん/え
ま つ お か き ょ う こ や く 福 音 館 書 店 2021 ）
ID13732
『なきむしせいとく-沖縄戦にまきこまれた少
年の物語』（たじまゆきひこ作 童心社 2022）
ID13733
『私はどこで生きていけばいいの?』（ローズマリ
ー・マカーニー文 西田佳子訳 西村書店）
ID13734*写真:UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)提供
『空とぶ船とゆかいななかま-ウクライナのむ
かしばなし』
（バレリー・ゴルバチョフ再話・絵 こ
だまともこ訳 光村教育図書）ID13735

紙芝居
『ともだちおっとっと』
（内田麟太郎脚本
オ絵 童心社 2022）ID13736

山口マ

よみもの
『草のふえをならしたら』
（林原玉枝作 竹上妙画
福音館書店 2022）ID13737
『東京タワーに住む少年』（山口理作 ふすい絵
国土社 2022）ID13738
『ピース・ヴィレッジ』（岩瀬成子著 偕成社
2011）ID13739
『象使いティンの戦争』（シンシア・カドバタ著
代田亜香子訳 作品社 2013）ID13740
『戦場のオレンジ』（エリザベート・レアード作
石谷尚子訳 評論社 2014）ID13741
『火を喰う者たち』
（デイヴィッド・アーモンド著
金原瑞人訳 河出書房新社 2005）ID13742
*以上 4 冊は、戦争に巻き込まれた子どもたちの本です。

『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2』
『ふしぎ駄菓子屋銭天
堂 4』『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 5』
『ふしぎ駄菓子
屋銭天堂 6』（廣島玲子作 jyajya 画 偕成社）
ID13742
ID13744〜 ID13746
*1 巻、3 巻はすでに入っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

→大人のページ
2022 年 6 月に入る大人の本
フィクション
『くるまの娘』（宇佐美りん著 河出書房新社
2022）ID18763
『ムーンライト・イン』（中島京子著 角川書店
2021）ID18764
『無月の譜』
（松浦寿輝著 毎日新聞出版社 2022）
ID18765
『ラブカは静かに弓を持つ』
（安壇美緒著 集英社
2022）ID18766
『おばちゃんたちのいるところ』
（松田青子著 中
央公論新社 2016）ID18767
『Y 字橋』（佐藤洋二郎著
鳥影社 2022）
ID18768
『タラント』（角田光代著 中央公論新社 2022）
ID18769
『マスカレード・ゲーム』（東野圭吾著 集英社
2022）ID18770
『競争の番人』（新川帆立著 講談社 2022）
ID18771
『両手にトカレフ』
（ブレイディみかこ著 ポプラ
社 2022）ID18772

『すべての月、すべての年』
（ルシア・ベルリン著
岸本佐知子訳 講談社 2022）ID18773

エッセイ ほか
『タダキ君、勉強してる?』（伊集院静著 集英社
2022）ID18774
『海をゆくイタリア』（内田洋子著 小学館文庫
2021）ID18775
『渾沌の恋人（ラマン）-北斎の波、芭蕉の興』
（恩田侑布子著 春秋社 2022）ID18776
『日本語名言紀行』（中村明著 青土社 2022）
ID18777
『厨に暮らす-語り継ぎたい台所の季語』
（宇多
喜代子著 NHK 出版）ID18778
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私の住む街では、今・・・

城陽おはなしサークル

塚脇 節子

新緑がまぶしい５月、木津川の土手を自転車で

は昔ながらにヨシズを使い、その上に藁で編んだ

走ると、河川敷に黒い覆いに包まれた茶畑が川筋

ムシロを載せて茶畑の温度管理をします。最上級

に沿うように連なっているのが見えます。５月は

のお茶はヨシズを使うと聞いたことがあります。

茶摘みの繁忙期で、この覆いの中からペチャクチ
ャと茶摘みの女性達の話し声が聞こえてきます。

この時期、農家は田植えやお茶摘み、加えて青梅
の収穫がそろそろ始まり大忙しです。城陽市青谷
地域では城州白という実の大きい品種が栽培され
ていて、お菓子や梅酒に使われます。私は採りたて
の新鮮な実を分けていただき、甘露煮や梅ジュー
ス、梅干しなど梅仕事を楽しみにしています。
さて、私が入会している城陽おはなしサークル
は平成４年（1992 年）に発足してから今年で 30 年
目を迎えます。現在会員 21 名。秋には子どもたち
に「おはなし おはなし

秋まつり」と題しておは

なし会を計画中です。作りためたパネルシアター
私の住む城陽市はお茶の生産が盛んで、中でも

やエプロンシアター、小道具なども展示して、それ

碾茶（てんちゃ）は全国の品評会で上位に入賞する

らを使ったおはなしやちょっと長めのおはなしも

ほどの上質のお茶が出来るそうです。この碾茶を

聞いてもらいたいなと思います。図書館のおはな

石臼でひくと、粉状の抹茶になります。

し会は参加者が低年齢化して長いおはなしはでき

川沿いに茶畑が拡がるのは、洪水になると木津

ないのです。来年２月には東京子ども図書館から

川の水が流れ込み、ニコツチと呼ばれる養分豊富

講師をお迎えして昔話について講演会を開催しま

な泥が堆積し、これが肥料になりお茶の木がよく

す。記念誌発行も作業中でいろいろ大変ですが、今

成長するとのこと。黒い覆いは化繊の寒冷紗で茶
畑をすっぽり囲うことで、茶畑の温度や光量を調
整します。覆いをすることで渋みをおさえた旨み
のあるお茶になるそうです。柔らかい新芽は手摘
みされ、蒸して乾燥させて、碾茶や玉露の原料にな
ります。今は化繊の黒い寒冷紗が大半ですが、中に

本あれこれ・・・今、読んでみませんか
★必要に迫られて、①ウクライナとロシアの絵本、②戦
争に巻き込まれた子どもの本、③平和を願い心を癒す
本を文庫の中からリストアップしてみました。子どもの本
ではありますが、親御さんもその上の世代の人も、今、
読んでみてください。
★①と③は別置しておくので、ここでは省略。
★②もスペースがないので、子どもの棚から探せる書
名、著者名のみ列挙します。
『シリアからきたバレリーナ』（ブルートン,キャサリン）
『はるかなるアフガニスタン』（クレメンツ,アンドリュー）
『あらしの前』『あらしのあと』（ヨング,ド・ラド）
『縞模様のパジャマの少年』（ボイン,ジョン）
『ヒトラーと暮らした少年』（ボイン,ジョン）
『壁のむこうから来た男』（オルレヴ,ウーリー）
『走れ、走って逃げろ』（オルレヴ,ウーリー）
『兵士ピースフル』（モーパーゴ,マイケル）
『戦火の馬』（モーパーゴ,マイケル）
『ゾウと旅した戦争の冬』（モーパーゴ,マイケル）
『第八森の子どもたち』（ペルフロム,エリス）
『片手の郵便配達人』（パウゼヴァング,グードルン）
『彼岸花はきつねのかん
ざし』（朽木翔）
『象使いティンの戦争』*
『戦場のオレンジ』*
『ピース・ヴィレッジ』*
『火を喰う男』*
*印は６月入庫の子ど
もの本欄に記載。

心の奥に、突き刺さりま
後のサークル活動にプラスになると思っています。 す。そして、自分は今、
この国で、この地球で、
これから新茶の季節です、ぬるめのお湯でゆっ
何を考えるべきか、どう
くり開いた茶葉の香りと甘みのあるお茶をお楽し
生きたらと、考えさせら
れます。
みください。
（静岡も茶処ですが、梅の甘露煮で城陽のお茶も飲んでみたいで
すね❣️ →何と、こう書いた後に、城陽のお茶と梅の甘露煮が届き
ました❣️私の思いが通じちゃいました。

色、種類、様々な紫陽花
（常総市の友人の庭）→

