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文庫あれこれ◆お盆も 

終戦記念日も終わっても、 

コロナ禍と自然災害と戦 

争は続いています。◆旅 

先で、ダリアの花を見か 

けました。昔、祖母が色 

々なダリアを丹精して咲 

かせていたのを思い出し 

ました。また今年はやけ 

に百日紅の紅やピンクが 

目につきます。カンナも暑い夏に似合いますね。◆心に残

る映画の数々を見せてくれた岩波ホールがその歴史を閉

じました。右上は、会員 N さんが最後に行って、上映され

た映画のポスターを撮ってきたものの一部です。◆気持ち

だけは元気印だった西村も、さすがこの夏はバテ気味で、

心も萎えています。◆新聞を読めば読むほど、自分は何を

してきたのか、何したらいいのかとマイナス思考になる

し・・・。皆さんは如何お過ごしでしょうか。◆と、ぶつ

ぶつ言いつつ、文庫に出かけます、皆さんの元気なお顔を

見に。◆文庫以外の私室、母屋にまで本が溢れていて、ま

だ整理できずにいます。娘家族と泊まりに来た小 3 のお嬢

ちゃん(子どもたちは文庫で寝る羽目になり)「本、ありす

ぎ!!」と叫んだとか。◆それでも今月も新刊や関心のある

本を入れました。◆17 日、いつもより早めに文庫にきま

した。事務机(兼食卓)の周りの本を少し片づけましたら、

何と、入庫すべく買っておいた新しい本がごっそり出て 

出てきました。9 月にいれますね。◆ぐずついていた空も 

今日 19 日は 

晴れ。土日も 

続くといい

な                       な。                         

う。 (西村)  

 

 

 

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 
８月 20日(土）、21 日（日） 
９月 17日(土）、18 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１０：３０〜１１：００ 
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   
�  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〜 
 

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 

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 

ぽんぽんダリアの咲く道で 

石けりしてたら とんとろと 

・・・・（歌詞忘失）・・・ 

誰がふいているのやら 

とんとろ たのしい笛たいこ 

たのしいお祭り 待たれます・・・ 
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今上映されている「シャーロック劇場版」は、『バ

スカヴィル家の犬』のパスティーシュです。ドイル

による原作はホームズ物語(全 60 篇）の中の 4 つ

の長編のひとつです。この作品の中で「肖像画」が

大きな役割を果たします。これについて詳しく述

べるとネタバレになってしまうので、私自身が経

験したエピソードをご紹介したいと思います。 

 1990年に私は友人たちとイギリス各地を巡る旅

をしていました。電車とバスを乗り継いで、リーズ

郊外の大邸宅ヘアウッド・ハウスを見学に行きま

した。館の門から２０分歩いてようやくたどり着

いた館の入り口で、初老の男女がにこやかに入場

券を売っていました。帰りのバスの時間を聞いた

ら、子どもに教えるようにメモに時計の絵まで書

いて教えてくれました。 

 広大な敷地にも驚きましたが、館の中も大変美

しく、室内の装飾や調度品に圧倒されながら歩い

ていました。ある部屋に肖像画がいく枚か飾られ

ていたのですが、私はその 1 枚の前で釘付けにな

りました。同行の仲間が「どうしたの？」と戻って

きたので、「この絵を見てなにか思い当たらないか

い？」と私は言ったのです。（これはバスカヴィル

家の館を訪れたホームズが、架かっていた肖像画

を見てワトソンに言ったセリフです。）「さっきの

受付の人！」と仲間たちも気づき、びっくりしまし

た。 

 ヘアウッド・ハウスは当時、エリザベス女王の従

兄弟にあたるヘアウッド伯爵（７世・２０１１年没。

現在は８世）の住まいでした。なんと伯爵本人＋夫 

 

現在は８世)の住まいでした。なんと伯爵本人＋夫

人が受付で見学者を迎えていたのでした。そのよ

うな方にバスの時間を聞いた日本人がいたもんだ

（笑）。日本でいえば皇族に当たるような人ですが、

おそらく館の維持管理のために入場料をとって館

を公開していたのでしょう。   

・・・肖像画を見たら、推理しましょうというお話

でした。・・・ 

さて、ホームズ自身の肖像画は？といえば、最も

馴染み深いのはシドニー・パジェットによるもの

で、みなさんもどこかでご覧になっていると思い

ます。ホームズの短編が英誌「ストランド」に初出・

連載されたときに添えられた挿絵です。その後数

えきれない画家たちがホームズを描いて来ました

が、みなさんにはごく最近描かれた珍しい 1 枚を

ご紹介します。これは絵本作家・長谷川集平さんに

依頼して描いてもらっ 

世界に二つとないホー 

ムズの肖像画です。実 

はパジェットのホーム 

ズは画家本人に似てい 

ます。このホームズか 

らは何が見えるでしょ 

うか。長谷川さんの作 

品『はせがわくんきら 

いや』『パイルドライバ 

ー』『大きな大きな船』 

などの絵本をめくりながら考えてみてください。 

 

 

徒然なるままに・・・    （さ・ら） 

★８月はじめの週末、山梨県北杜市の“金田一春
彦記念図書館”での講演会（春彦氏の次男さんが
祖父・京助氏を語る）に行ってきた。文庫の会員
の N さんと小淵沢で待ち合わせて。発端は、彼女
が、アマガエルの成長を描いた写真絵本『大きく
なりたい』をプレゼントしてくれたこと。その著
者が金田一京助さんのお孫さん（春彦氏の娘さん）
で、N さんとは写真仲間。言語学者でアイヌの研
究をしていた京助さん、春彦さんの方言＋アクセ
ントの研究に惹かれていたので、喜んで出かけた。
（前ページに書いた、ぽんぽんダリアの歌詞は、
私が小学校の頃、安西愛子杉の子子ども会で憶え
た好きな歌だが今では歌詞曖昧。安西先生の稽古
場で、春彦氏をお見かけした懐かしい記憶もあっ
た。）言語関係の書籍が並ぶ中、辞典を作るための
１項目ごとの手書きの何枚ものメモ等にご苦労が
偲ばれた。また、記念図書館=北杜市立図書館の子
どもの本棚・ことばの棚の「ほうげん」の並びも
さすが豊富。一般も「辞書を読む」や、「イケメン
辞書せいぞろい」コーナー（前ページ写真・イケ
メンに見立てた数々の辞典）が別置され、工夫い
っぱいだった。★もう一つの目的は、“薮内正幸美
術館”。動物絵本の好きな子どもならみんな読ん
でる薮内さんの絵本の原画が見られるところ。学
生の頃、水道橋の線路近く、古びたビルのミシミ
シ階段を上がったところに福音館書店の編集室が
あり、しばらくアルバイトをした。その私の向か
い側で、ひたすら動物の絵を描いていたのが薮内
さんだった。今回は鳥の原画展だった。動物を描
くのに骨格から学んだという。その鳥の姿の正確
さに加え、一つ一つに動物すき!の薮内さんの愛情
が滲み出ていた。💠金田一さんも薮内さんも、私
たちの手（目）に届くまでのご苦労は並大抵では
なくても、そのお身内（金田一秀穂さん、薮内竜
太さん）が、異口同音におっしゃったのは、やら
なければでなく、ただひたすら好きだからやりた
いからやり続けた結果の成果だと言われたのが、
とても印象的だった。好きを見つけられる幸せを
子どもに!! 



 
絵 本 
『となりのせきのますだくん』（武田美穂作絵 

ポプラ社 1991）ID13771 

『あるあさ、ぼくは・・・』（マリー。ホール・

エッツさく  まさきるりこやく  好学社

2022）ID13772 

『きょうりゅうバスでとしょかんへ』（リウ・

スーユエン文 リン・シャオぺイ絵 石田稔訳 

世界文化社 2022）ID13773 

『わたしとあなたのものがたり』（アドリア・

シオドア文 エリン・K・ロビンソン絵 さく

まゆみこ訳 光村教育図書）ID13774 

『戦争が町にやってくる』（ロマニ・ロマニー

シン/アンドリー・レシヴ作 金原瑞人訳 ブ

ロンズ新社 2022）ID13775 

 

『いのちの水―ブルガリアの昔話』（八百板洋

子再話 ）ID13776 

 

『アマゾン川―熱帯雨林・生命の源』（サング

マ・フランシス文 ロモロ・ディポリト絵 ゆ

らしょうこ訳 徳間書店 2022）ID13777 

 

『だじゃれ世界一周』（長谷川義史作 理論社

2022）ID13778 
 
よみもの 
『完全版・本朝奇談天狗童子（軽装版）』（佐藤

さとる著 村上豊画 あかね書房）ID13779 

『あしたの幸福』（いとうみく著  理論社

2021）ID13787 

『新ドリトル先生物語 ドリトル先生ガラパ

ゴスを救う』（福岡伸一著  朝日新聞出版

2022）ID13786 

『荒野にヒバリをさがして』（アンソニー・マ

ゴーワン作 野口絵美訳 徳間書店 2022）

ID1378０ 

『マンチキンの夏』（ホリー・ゴールドバーグ・

スローン作 三辺律子訳 小学館 2022）ID 

ID13781 

★今月の読み物は、少し大きい人のものを入れました。 

 
その他 
『はじめて読む! 海外文学ブックガイド（14

歳の世渡り術）』（樋口真理編集 河出書房新社

2022）ID13788 

『戦争と児童文学』（繁内理恵著 みすず書房

2021）ID13782 

『アフリカン・アメリカン児童文学を読む−子

どもの本という「励まし」』（鈴木宏枝著 青弓

社 2022）ID13783 

『エーリッヒ・ケストナー−こわれた時代』（ク

ラウス・コルドン著 ガンツェンミュラー・文

子訳 偕成社 2022）ID13784 

『堀内誠一絵の世界』（林綾野著  平凡社

2022）ID13785 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022年 8月に入る子どもの本 

 

みんな!!  毎日あついね。元気であそんでい

ますか。こんな詩 知ってる?? 

みんなも、自分のことや、自分いがいのもの

になって作ってみたら?! 頭と心の体操❣ 

     おれはかまきり 

         かまきり りゅうじ作 

 

 

 

 

 

 

 

 おう なつだぜ  

    おれはげんきだぜ 

  あまり ちかよるな 

    おれの こころも かまも 

      どきどきするほど 

        ひかってるぜ 

 おう あついぜ 

    おれはがんばるぜ 

  もえる ひをあびて 

    かまをふりかざす すがた 

      わくわくするほど 

        決まってるぜ 

（工藤直子『のはらうた 』から） 

 



 
フィクション 
『おいしいごはんが食べられますように』（高

瀬隼子著 講談社 2022）ID18801*芥川賞 

『夜に星を放つ』（窪美澄著 文藝春秋2022）

ID18802*直木賞 

『死神と天使の円舞曲』（知念実希人著 光文

社 2022）ID18803 

『打ちのめされた心は』（フランソワーズ・サ

ガン著 河野万里子訳 河出書房新社2021）

ID18804 

『#真相をお話しします』（結城真一郎著 新

潮社 2022）ID18811 

 
エッセイ ほか 
『服のはなし–着たり、縫ったり、考えたり』

（行司千絵著 岩波書店 2020）ID18805 
 

『亡き者たちの訪れ』（若松英輔著 亜紀書房

2022）ID18806 
 

『計算する生命』（森田真生著 新潮社2021）

ID18807 

『Night on earth-世界でいちばん美しい夜』

（アート・ウルフ著 米田想森郎訳 日経ナシ

ョナルジオグラフィック社 2022）ID18808 
 

『世界異界神話』（篠田知和基著 八坂書房

2021）ID18809 

『図説台湾の妖怪伝説』（何敬堯著 甄易言訳 

原書房 2022）ID18810 
 
新 書 
『第三次世界大戦はもう始まっている』（エマ

ニュエル・トッド著 大野舞訳 文藝新書

2022）ID18812 

 

文 庫 
『自由研究には向かない殺人』（ホリー・ジャ

クソン著 服部京子訳 創元推理文庫

2021）ID18813 

『優等生は探偵に向かない』（ホリー・ジャク

ソン著 服部京子訳 創元推理文庫 2022）

ID18814 

『こちらあみ子』（今村夏子著 ちくま文庫

2014）ID18815 

 

『即興詩人 上巻』（アンデルセン作 森鴎外

訳 岩波文庫 1969 改版）ID18816 

『即興詩人 下巻』（アンデルセン作 森鴎外

訳 岩波文庫 1969 改版）ID18817 

『鷗外追想』（宗像和重編 岩波文庫

2022）ID18818 

『ウィタ・セクスアリス』（森鷗外作 岩波文

庫 1960 改版）ID18819 

『大塩平八郎 他三篇』（森鷗外作 岩波文庫

2022）ID18820 

『俳優と戦争と活字と』（濱田研吾著 ちくま

文庫 2020）ID18821 

 
 

 

 

 

    

 

 

2022年 8月に入る大人の本 

 

あなたは、今なにを読んでいますか!! 
■暑さのせいでか、体をうごかすのが億劫で、文庫に

入れる新刊を読んでみました。 

高瀬隼子著『おいしいごはんが食べられますように』

（今期の芥川賞）と、窪美澄著『夜に星を放つ』(今

季直木賞)―情けなし、私には両方とも入っていけま

せんでした。特に『おいしい～』は、なぜか、登場人

物に添えずイライラ。小説の読み方を忘れてしまっ

たのか。 

■文庫に来て『百年と一日』という、柴崎友香の作品

を読みました。短篇集です。内容を表す長いタイトル

の。これが小説？と。でも、なぜかその一篇一篇が愛

おしく思いました。なんでだろうと帯の評者のこと

ばを読んで、そうだそうなんだと同感。「この星のど

こかにあった、誰も知らない 33の物語」でした。 

■もうひとつ、心に突き刺さった文庫本。今村夏子の

デビュー作とか『こちらあみ子』。今、映画が封切中。

ふつうとちょっと変わった子、自分はまっすぐなの

に周りの人を傷つけてしまう？ 今村さん、よくこ

んな本が書けましたね。祖母の家で穏やかにくらし

ていけるといいな、と思います。 

■子どもの本も読みました。『荒野にヒバリをさがし

て』（今月入庫）は、軽い精神障害のある 1つ違いの

兄と、父おすすめの山にでかける弟。雪が降ってきて

道に迷い、弟は崖から落ちる・・・。冒険と兄弟愛と。

でもここには生きる希望が見える (2020カーネギー

賞)。もう 1冊、『あしたの幸福』(いとうみく作)は、

母を知らず父と暮らしていた中学生、突然父が交通

事故死。でも、父と暮らした家を出たくない。そこで、

実母と名乗る変な人と同居。そこへ父の子どもを宿

した恋人が・・・。いとうさんの本は何冊も読んで、

その都度、どこか安易に解決されちゃうんだよな、と

思っていたけれど、今回彼女がいつか講演会で言っ

ていた、子どもの味方、子どもに希望を与える本を書

きたい、の気持ちが何となく理解できました。 

■クラウス・コルドン著『エーリッヒ・ケストナー』 


