
  

  

           

 

 

 

 

 
      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「沙羅の樹」文庫さんの命名には、文庫の地に、

文庫あれこれ◆“海は広い 

な大きいな。月がのぼるし、 

日が沈む。海におふねを浮 

かばせて、行ってみたいな 

よその国・・・”   ことに 

夏の海が好きです。“老い 

皺を撫づれば浪か我は海（ 

三橋敏雄）”などと悠長な 

ことを言っていられないほ 

ど、またまたコロナ感染者 

が増えて、急遽、開館記念７月のおはなし会はや

めにしました。◆ウクライナ情勢も心配ですが、

我が国にも“あってはならぬこと”が起きまし

た。高みの見物どころではなくなり・・・、“ゆ

く河の流れは絶えずして、しかももとの水にあら

ず”（方丈記より 22.7.13 天声人語）◆「民主

主義とは、沈黙に反対する思想であり・・・、自

由な言葉を尊いものと見なす体制のことである。

（金芝河：２２.５.１２天声人語）◆選挙後の施

政者たちにしっかり思い出して欲しいところで

す。◆それでも私たちは、平生を何とか豊かに生

きたいと思います。ふとした気づき、愉しみに心

癒されたいですね。◆“はやくも目光らせ孵化の

目高かな（史朗）”杉村さん、メダカの写真も送

ってくださいました（文庫だより２）。◆お庭に

バラだけでなく様々な植物を養って?いる友人が

この２年、毎日、写真を送ってくれます。目の保

養だけでなく、行く先々の見知らぬ花々、植物に

目を向けるようになりました。当方、お頭も体も 

終活期にまっしぐらですが、 

そんな時、心にあかりが灯り 

ます。そんな話題を、もうし 

ばらく文庫だよりで、お裾分 

けできればと思います。皆さ 

んもぜひお寄せください。◆ 

偏った選書ですが、新刊も入 

れました。お天気が悪そうで 

すが、来館お待ちしていま 

す。       （西村） 

         

 

 
 NO.188  (22年 7月号) 

月号) 
海      

少年が沖にむかって呼んだ 

「おーい」 

 まわりの子どもたちも 

 つぎつぎに呼んだ 

「おーい」「おーい」 

 そして 

 おとなも 「おーい」と呼んだ 

子どもたちは それだけで 

とてもたのしそうだった 

けれど おとなは 

いつまでもじっと待っていた 

海が 

何かをこたえてくれるかのように                         

高田敏子・詩 

館山・洲埼灯台 22.6.24 

  

                       

                

� 本年も３密を避け予約制で開館です�  
 

２０２２年・開館スケジュール 
 

７月 16日(土）、17 日（日） 
� 開館記念子どものためのおはなし会�  
    17 日午前 11：00〜12:00 
コロナ感染が再び増大のため中止します。 
・・・・   ・・・・   ・・・・ 
   ８月 20日(土）、21 日（日） 
   ９月 18日(土）、19 日（日） 
 ★ 10月は第４週です。ご注意ください。 
→１０月 22日(土）、23 日（日） 
 １１月 19日(土）、20 日（日） 
  １２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１０：３０〜１１：１５ 
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   
�  沙羅の樹分館ゆるかの里子ども文庫�  

〒413-0232 伊東市八幡野 924-1 
      ☎0557-54-1910 

   開室日：日曜日 １０：００〜 
 

 

  

 

 

 

 

 

四国高松・庵治温泉 夕焼けの瀬戸内海 22.6.14 伊豆西海岸・堂ヶ島 朝の海 22.7.2 
 



「沙羅の樹」文庫さんの命名には、文庫の地に 

ヒメシャラの樹が自生していたことや、鷗外の 

「沙羅の木」にもご縁があったと伺いました。 
 

沙羅の木         

褐色（かちいろ）の根府川石（ねぶかはいし）に 

白き花 はたと落ちたり、 

ありとしも 青葉がくれに 

見えざりし さらの木の花。 

森 鴎外 （詩歌集『沙羅の木』より） 
  
咲いている時はめだたない白い小さな花が、濃い

色の根府川石の上に、はたと落ち、落ちて石の上で

存在感をはなっている。その情景が色彩的にも美し

く、音読すると耳に心地よく響きます。 

青木宏一郎著『鷗外の花暦』（養賢堂）によると、

詩に詠まれた沙羅の木は、夏椿の別名で、鷗外が特

に好んだ木だったとのこと。以前訪れた、千駄木に

ある文京区立森鷗外記念館には、この沙羅の木と、

永井荷風揮毫による「沙羅の木」を刻んだ詩壁があ

りました。 

皆さん、鷗外の意外な一面をご存じですか。 

鷗外は、無類の花好き、庭仕事好きだったのです。

観潮楼（千駄木の自宅）にある 300 坪の庭の一部

を花の園とし 100種類もの草花を育てていたとか。

その開花記録を記した『花暦』を見ると、明治時代

に、ナスタチウムやサフラン、ヒヤシンスを育てて

いたことがわかります。日記には、世話の様子、特

に 3 月は日曜毎に庭仕事をし、夕方から文筆の仕

事をしたこと、子どもたちを連れて小石川植物園な

どへ出かけたことも書かれています。作品の中に、

植物が多彩に登場するのはうなずけます。たとえば

『山椒大夫』では、安寿が厨子王に重大な話をする

場面で岩間に咲く小さな菫が描かれています。 

6 月、沙羅の木の白い花を見ようと、生誕の地、

津和野を訪れました。記念館と旧宅には、鷗外が観

潮楼で愛でていた植物や作品に出てくる植物が数

多く植えられ、のびのびと育っていました。 

鷗外が明治期に珍しい花々を育てたことを考え

ると、ドイツからあの「扣鈕」*だけでなく花の種

も持って帰っていたのでは？こういう鷗外の姿を

想像すると、これまで以上に、鷗外が身近に立体的

に感じられます。庭で貴重な時をすごすその素顔は、

軍医でも文豪でもなく、やはり「石見の人 森林太

郎」だったのでしょう。 

一篇の詩「沙羅の木」から、新しい発見がありま

した。読書は楽し! 実地踏査も楽し!! 

「沙羅の樹文庫」もぜひ訪れたいと思います。いつ

か、ベルリンにあるという記念館へも！と、文学の

旅の夢はふくらみます。 

←見えるでしょうか、小さい花が 

             咲いて、落ちています・・・ 

                  ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

★↑津和野鴎外旧宅の姫沙羅    ↑沙羅の樹文庫６月の庭                

＊「扣鈕」のことは 5月号に書きました。 

＊2022年は、森鴎外生誕 160年、没後 100年にあたります。 

 

 

    

   

徒然なるままに・・・・・・（さ・ら） 

★この後、館山（千葉） 
と堂ヶ島（西伊豆）に 
行ったのだが、今回は、 
６月中旬に次女と行っ 
た旅を綴ってみたい。 
次女は子どもがいない 
ので、仕事の合間に姪 
や甥を連れて夏は海に、 
冬はスキーやスノボー 
にと出かけるが、航空 
マイルが貯まると私を 
誘ってくれる。特約チ 
ケットなので、行きたいところに行けないこともあ
る。そこで今回は、四国高松となった。車の運転も
費用も娘持ち、当方気楽なものである。娘は、四国
側から瀬戸内海を、瀬戸大橋を眺めるのが希望。★
朝９時過ぎ空港着、レンタカーで一路、讃岐うどん
の美味しい店へ。すでに並んで待つ。★次は栗林公
園。四国八十八ヶ所を歩いた時は、わき目もふらず、 
目的地だったので、ここは初めて。松が素晴らしく 

なかなか落ち着い 
た公園。★次は娘の 
目的の１つ、石の民 
俗資料館。この地域 
は庵治石として有 
名らしい。私は、山 
上からの高松市街 
の景色にうっとり。 
◆そして、泊まり 
は、目の前に２つの

小島（１つは森繁久弥ゆかりの島とか）が見え、右
向こうには小豆島が霞む瀬戸の海べり。穏やかな海
に癒され、次の日は、丸亀城(反り返る石垣)と遥か
瀬戸大橋を眺めて旅は終了。あれこれ叱られながら
の旅ではあったけれど、連れ合いとのちょい旅とは
またちょい違う発見とくつろぎ旅、でした。 

 

 

  

 

 



 
絵 本 
『おばあさんのすーぷ』（林原玉枝文 水野二郎絵 

女子パウロ会 1990）ID13753 

『かいじゅうごっこ』（ルーシー・カズンズ作 偕

成社 2021）ID13761 

『戦争をやめた人たち 1944 年のクリスマス休戦』

（鈴木まもる文・絵 あすなろ書房 2022） 

ID13765 

『ぼくはぼくできみはきみ』（ルース・クラウス文 

モーリス・センダック絵 江國香織訳 偕成社

2014）ID13762 

『ともだち』（レイフ・クリスチャンソン文 にも

んじまさあき訳 ほりかわりまこ絵 岩崎書店

1995）ID13763 

『わたしのせいじゃない–せきにんについて』（レ

イフ・クリスチャンソン文 にもんじまさあき訳 

ディック・ステンベリ絵 岩崎書店 2017） 

ID13764 

よみもの 
『きりんのまいにち』（二宮由紀子作 光村教育図

書 2022）ID13766 

『生まれかわりのポオ』（森絵都作  金の星社

2022）ID13767 

『スネークダンス』（佐藤まどか作 小学館 2022）

ID13768 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂７〜12』（廣島玲子作 

jyajya 絵 偕成社 2017〜2019）ID13747〜 

13752  『マジックツリー・ハウス 34〜40』

（ M ・ P ・ オ ズ ボ ー ン 作  食 野 雅 子 訳 

KADOKAWA2013〜16）ID13754〜13760 

『風さわぐ北のまちから-少女と家族の引き揚げ

回想記』（遠藤みえ子著 佼成出版社 2022） 

ID13769         *著者から寄贈 

『ソルハ』（帚木蓬生著 あかね書房 2010） 

ID13770  以上 2冊は、戦争に巻き込まれた子どもたちの本。  

 
絵  本 
『遠い町から来た話』（ショーン・タン著 岸本佐

知子訳 河出書房新社 2011）ID1878 

フィクション 
『パパイヤ・ママイヤ』(乗代雄介著 小学館2022）

ID18779 

『雨滴は続く』（西村賢太著 文藝春秋 2022）

ID18780 

『君たちはしかし再び来い』（山下澄人著 文藝春

秋 2022）ID18781 

『爆弾』（呉勝浩著 講談社 2022）ID18782 

『公孫龍 巻２ 赤龍篇』（宮城谷昌光著 新潮社

2022）ID18792 *riquest 

『シャギー・ベイン』（ダグラス・スチュアート著 

黒原敏行訳 早川書房 2022）ID18783 

『この道の先に、いつもの赤毛』（アン・タイラー

著 小川高義訳 早川書房 2022）ID18784 

『雪の墓標』（マーガレット・ミラー著 中川美帆

子訳 論創社 2015）ID18785 

『かくも甘き果実』（ムニク・トゥルン著 吉田恭

子訳 集英社 2022）ID18786 
 
エッセイ ほか 
『大江健三郎と「晩年の仕事」』（工藤庸子著 講談

社 2022）ID18788 

『９９年、ありのままに生きて』（瀬戸内寂聴著 

中央公論新社 2022）ID18789  

『本が語ること、語らせること』（青木海青子著 

夕書房 2022）ID18790 

『日本橋に生まれて-本音を申せば』（小林信彦著 

文藝春秋）ID18791 *映画、芸能 
 
『まつを媼百歳を生きる力』（石川純子著 草思社

2001）ID18703  *伝記、生き方 

『わたしの好きな季語』（川上弘美著 NHK 出版

2020）ID18794 

 
『「生きがい」と出会うために 神谷美恵子のいの

ちの哲学』（若松英輔著NHK出版 2021） 

ID18795 
 
『演奏家が語る音楽の哲学』（大嶋義実著 講談社

2022）ID18796 
 
『江戸藩邸へようこそ 三河吉田藩「江戸日記」』

（久住祐一郎著 インターナショナル新書 2022）

ID18798 

『日本史を疑え』（本郷和人著 文春新書） 

ID13797  
 
『イスタンブールで青に溺れる 発達障害者の世

界就航記』（横道誠著 文藝春秋 2022） 

ID18799  
 
『生きつづける民家 保存と再生の建築史』（中村

琢巳著 吉川弘文館 2022）ID188０0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 7月に入る大人の本 

 

 
みんなさん、知ってました?    

こんなふうに大きくなりました!! 
                                       
パイナップルリリー 
               メダカ 
            ↘ メ️ダカの学校 
 
 
 
 
 
                              ↑ 
                       まるでパイナップル! 
 
      
 
はらぺこ  ↘ 
あおむし 

      

2022年 7月に入る子どもの本 

 

あおむしは、初め鳥に食べられないように、鳥のフンの色/形、段階を経て葉の色の幼虫（あおむし）に。それから 

サナギになって、その後成虫（ちょうちょう）になるまで生きていられるのは少ないそうです（食べられてしまって）。  

 

 

 

 

 

 

 

沙羅の樹文庫だより 188-2 



 

 

『ふくろ小路のそのまたむこう』がご縁でお便り

することになった“おはなしのつばさ”の菊地です。 

わたしの住む鎌ケ谷市は千葉県の北西の端にあ

って、8月は特産の梨の収穫が始まります。 

“おはなしのつばさ”は平成２年（1990 年）、市

立図書館の「小学生のためのお話会」を受持つため

に発足したグループです。30 年余の歳月は活動の

場を広げてくれました。小学校、幼稚園、保育園、

赤ちゃんから大人までへ。会員７名の小さなグル

ープのコロナと付き合いながらの近況です。 

 

☆図書館のお話会 

 コロナ前に使用していた児童室のお話の部屋は、

広い部屋へ移動となり、会場の設営後、児童室の子

どもたちを誘導、消毒、検温、氏名記入と、準備段

階で時間と労力を費やすようになりました。それ

でも、「楽しかった！」「次はいつ？」と声をかけて

帰る子どもたちに励まされています。 

参加する子どもの低年齢化で、準備したお話が

語れない悩みはありますが、小さい子でも聞ける

お話を探して語っています。 

 

☆小学校の朝の読書 

朝の会（20 分）は全学年、学期に 1 回の実施で

す。各学年（３クラス）に同じプログラムで入りま

す。久しぶりの会に先生も生徒も笑顔で迎えてく

れました。でも、かつては授業の１コマ（45 分）

でのお話会でしたから、縮小されて残念です。 

 

 

 
 

☆幼稚園のお話会 

 私立の幼稚園は「こんな時こそ生の声が必要！」

と緊急事態宣言時以外は続けました。次々中止・休

止で先が見通せない中のお話会は、気持ちを明る

くさせてくれました。 広いホールで、↓ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆“きゃんどる”の会 

近隣市町村で読み聞かせをしている人中心で誰

でも参加できる勉強会です。年 6 回、語っても読

んでも聞くだけでも OK で「初出しのお話は、ま

ず大人に聞いてもらいましょう。」と始めて 1２年。

5 月の再開には 21 名が参加し５話が語られた後、

皆で感じたことを和やかに話し合いました。 

 

☆今できることを見つけながら 

11 月に松岡享子さんの作品を語る“秋語り”を

予定しています。先達の教えを絶やさぬように、一

つ一つの場を大切に、これからも子どもたちに本

やお話を届け続けたいと思っています。     

 

 

 

拙著や文庫だよりを通して、全国にたくさんの繋がりができました。”おはなしのつばさ”さんも先月の”城陽おはなしサークル”
さんも、長いこと活動を続けておられるのですね❣   そんなお仲間をこれからも時々紹介させていただこうと思います。 

子どもといっしょに楽しむ〜〜私たちのところでは〜〜 菊池 芙美子 

 

今、この本、読んでみませんか 
 

風さわぐ北のまちからー少女と家族の引き

揚げ回想記 (遠藤みえ子著 佼成出版社）   
 

 水野 空奈（高１） 
この本は、朝鮮の日本町で生まれた少女が、家

族（母と 6 人兄弟妹）と母方の故郷・岡山への引
き上げを目指す物語です。 
 主人公は、日本町で生まれ育ったため、朝鮮の
人とも仲がよく、日本が戦争に負けるまで、日本
が朝鮮人にしていたことが悪いことと知らずにい
ました。 
 引き上げる前、少女の家族は、ロシア人大尉と
同居し、また、朝鮮人の母娘の家に居候させても
らいます。２つの国の人と接して彼女が感じたの
は、どの国の人でも根本的な考えや感覚は変わら
ないということでした。日本のことを本当に恨ん
でいて、許さなかった人も大勢いるけれど、助け
てくれる人もいて、「戦争がなければみんなが仲良
く助け合える」と思った主人公の考えは正しいと
思いました。 
 また、戦争は戦時中だけでなく戦後も人々を苦
しめ、何も知らない子どもまでも巻き込むもので、
何も生み出さないと思いました。 
この物語には回想の場面がいくつかあり、戦前

の楽しかった日々のことや戦時中に周りに助けて
もらった出来事が描かれていて、日本町に住んで
いる人々がどのような生活をしていたかを知るこ
とができます。歴史の授業では、日本町での生活
など細かく学ぶことがなかったので、現地の人が 
戦後感じた恐怖なども知る 
ことができました。 
 この本は、助け合いの心 
の美しさと、戦争の恐ろし 
さを教えてくれます。 
 
戦争を知らない私も、今 

の世界を見回し、考えなけ 
ればと思います。 

  


