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落ちる夕日と夕焼け

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
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

京丹後（久美浜）にある<和久傳の森>と、その中にある
安野光雅館（<森の中の家>安藤忠雄設計）

〒413-0235 伊東市大室高原 7−122
☎0557-51-3737(090-6039-3782)
💓 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〜

掛川からバスで往復しただけの<ねむの木こども美術館>
朝早かったからもあってか、静かな心広がる空間でした
（今度は開館時間に行ってみたい）
9.3 山形/朝日岳麓の田舎道でみかけたおそばの白い花畑

文庫あれこれ◆１０日は、中秋
の名月でした。東京ではよく見
えました、皆さんのとこ露では
?◆エリザベス女王の国葬は素
直に受け止められるのに（他国
だからではなく）…。◆右は裏
磐梯を回り、桧原湖を過ぎ、そ
の日の宿に向かう途中見た今年
最後の入道雲? 東北もススキが
風に揺れ、芙蓉の花⤵が咲き、
田んぼの稲穂も金色の首を垂れ
て間もなく稲刈りでしょうか。
横目で見ながら、お米ができる
まで、昔のお百姓さんはどんな
に大変だったかと思わざる
を得ませんでした。◆4 回
目の予防接種を終えました
が、いつかコロナというこ
の長いトンネルを、私たち
はくぐり抜けられるでしょ
うか。
（そう言えば、東北自
動車道の栗子トンネルは約９km、長かった!!）
◆戦場にあるウクライナのことも、毎日、新聞やテ
レビで状況を見聞きしながら、その場にいない自分
の心軽さが情けないです。◆話が飛びますが、それ
にしても、バスに３歳の幼児を置き去りにする保育
園の人々の杜撰さ。まだ記憶に新しい事故があった
のに。◆先月、久しぶりに小学生が会員になってく
れました。とてもうれしかったです。今のうち、本
の世界を楽しんで欲しいです。◆16 日今日、文庫に
来ました。台風が日本列島３連休を直撃?!明日明後
日の伊東は雨 90〜１００%!。でも今日は青空!! 電
車で来る途中、海の青さ目に染みました。新幹線も、
熱海からも電車はコミコミ。旅のお客さん、戻った
かな。◆新学期も２週間以上過ぎて、子どもたちの
生活は落ち着いたでしょうか。文庫に来てくれるか
なあ。読書をする時期は人それぞれいつでもいいわ
けですが、できれば幼い時の本から受けた喜びを持
っていてほしい、とは他人のお節介でしょうか。◆
明日雨が激しくないといいですね。
（西村）

奈良県

橿原

・・・塚脇

奈良県橿原のイオンモールで「えほんのひろば」
が開催されたので、先日おはなしサークルの友人と
出かけました。加藤啓子さんが始めた「ひろば」は、
面展台という段ボール製の低書架に本の表紙を見
せて並べ、本を見る、触る、読んでも読まなくても
いい、その空間にいるだけでよしという、本のある
遊び場です。
今回は飛鳥・橿原ユネスコ協会主催のユネスコひ
ろばでした。ユネスコ主催だから人権や平和の本が
並んでいるわけではなく、加藤さんがこれまで「ひ
ろば」で試行錯誤して集めた絵本と、写真集、料理
本など大きさ､形、厚さ様々の本達です。本を読む
子を育て、読解力を身につけ、生きる力を育てよう
と意気込むより以前に本との出会いを楽しまなき
ゃと魅力的な本が迎えてくれます。子ども、おとな、
年寄り､障がいのあるなしに関わらずひろばで笑顔
になってほしいという気持ちが本棚にあふれてい
ます。
城陽市では、2018 年 12 月に東部コミュニティセ
ンターが「えほんのひろば」を開催しました。広く
て四角い集会室に、面展台がゆるやかにカーブして
配置され、ひろばの空間ができて、絵本の面々を並
べ終えた時、居心地のよかったことや開催中に親子
がくつろいで遊んでくれたことなど楽しい経験で
した。
「ひろば」では読み聞かせはしません。じらし読
み？行ったり来たり読み？小声で？とか臨機応変
に子どもたちと呼吸を合わせてページをめくる「ひ
ろば」のやり方があるようです。
最近気がついたのですが、
「えほんのひろば」で
はなくて「絵の本ひろば」として開催されています。
並べる本に写真集や料理本が増えて名前が変化し

節⼦(城陽おはなしサークル)

ました。コロナ禍でも、工夫されてひろば活動
を続けてこられたなど、詳しくは加藤さんのブ
ログをお読みください。
★加藤啓子さんの活動に関心ある方はネットで
お名前を検索してみてください。

https-//photos.app.goo.gl/Pce45mwTqJdrBFEZ8

も。
お詫び：188 号で鎌ヶ谷市の活動をお知らせくださった寄稿者のお名前は菊地（
✖池）さんでした。ごめんなさい。
お知らせ：10 月号のお仲間は、「ぬまづ子どもの本を学ぶ会」村上さんです。

徒然なるままに・・・

（さ・ら）

🌖コロナ発生以来この 3 年、ちょい旅で宿泊数が 90 泊を
超えそうだ。１０月１１月１２月にも予定があり、と思った
連れ合いは３年間で 100 泊を決めた。そこで、８月下旬、
９月初旬の追加旅となった。勿論、否観光の珍品嗜好品求め
ての旅。🌖８月は京丹後をぶらついた。天橋立に泊まったが
天橋立は見ず、伊根の舟屋にも行かず。次の駅、宮津の地元
の珍しい魚を食べさせてくれると言うお寿司屋さんへ。身
の丈５センチのひいらぎだけはお寿司で美味。🌖折角ここ
まで来てと、珍しく私に付き合って、京都の料亭和久傳がや
っている和久傳の森（京丹後市美浜町）に好物和菓子を求め
てテクテクと出かけた。友人が教えてくれて、その中に安野
光雅さんの美術館があると知り興味はいや増し。安藤忠雄
設計の<森の中の家>はぴったりの外観で、この日は、安野さ
んの京洛北洛中画とその上何と赤毛のアン原画展を見るこ
とが出来（子どもの頃、村岡訳で親しんだアンだけど、長じ
て読んだ岸田衿子訳の 1 冊本が私は好きでその挿絵を安野
さんが描いていた）大満足。❣この土地は、和久傳の女将さ
んが、和久傳発祥の地（丹後の縮緬を買い付けに来た商人宿
のあったところ）に様々な人の力を借りて、植樹して森を作
ったそうな。和菓子工場（見学可）もレストランもあり、相
棒はレストランでビールと寿司。私は蓮餅、西湖（和菓子）
で心も口もとろけた。🌖今回、京都丹後鉄道を行ったり来た
りしたが、景色も電車（室内がさすが京都?! 座席も周囲も
素晴らしい趣）も楽しめた。もう１日あれば、京丹後７姫伝
説（乙姫、羽衣天女、静御前、細川ガラシャ、小野小町、間
人皇后、安寿姫）の地に行けたのにと残念。聖徳太子の母・
間人（はしうど）皇后が難を逃れてきて土地の人に世話にな
ったからとて、自分の名前はしうどを地名にと申し出たが、
地元民は恐れ多いと、皇后が退座されたので間人と書いて
「たいざ」と呼ぶようになった、という日本海に面した夕焼
け（今回の表紙）の美しい宿に泊まったが。🌖９月のちょい
旅は、福島〜山形。月山の麓、朝日岳登り口にある民宿橋本
荘の山菜づくしの料理と元気印の女将さん、町営?の塩化ナ
トリウムの温泉に心癒された。宿も料理も値段ではない（こ
こは、NHKBS「グレートトラバース 3 ～日本三百名山全
山人力踏破～」の田中陽希さんが朝日岳登山の際、泊まった
宿）
。🌖福島昭和町特産の苧麻を使ったからむし織見事（値
段も!）
。宿白樺荘も、居心地の良い設計の宿。木曜仕事後出
て月曜仕事前に帰る旅。いつまで続くか体が持つのか? 今
回もちょい旅中途半端報告でした。

『私の西域、君の東トルキスタン』を

2022 年 9 月に入る子どもの本
絵

本

『たしますよ』
（内田麟太郎作 金の星社 2022）
ID13804
『おこめをつくるのうふののふさん』
（室井さと子
作 新日本出版社 2021）ID13805
『ブラックホールってなんだろう?』（嶺重慎文
倉部今日子絵 福音館書店 2019）ID13806

ット文 クリントン・アロウッド絵 葦原英了/薄
井憲二訳 岩波書店 1983）ID13799
『地雷ではなく花をくださいーサニーのおねがい』
（柳瀬房子文 葉祥明絵 自由国民社 1996）
ID3182

よみもの

『ピノッキオの冒険 新装版』（コッロデイ原作
R・インノチェンテイ絵 金原瑞人訳 西村書店
2013）ID11457
よみもの ほか
『くるみわり人形』
（ETA ホフマン原作 R・イン
『パンに書かれた言葉』
（朽木祥著 小学館 2022）
ノチェンテイ絵 金原瑞人訳 西村書店 1998）
ID13807
ID13801
『風と行く者 守り人外伝』
（上橋菜穂子著偕成社
『ミシシッピ冒険記—ぼくらが３ドルで大金持ち
2018）ID13808
になったわけ』
（ダヴィデ・モロジノット著 中村
智子 岩崎書店 2021）ID13803
『いもうとなんかいらない』
（ロイス・ダンカン著
岩波書店 2022）ID13809
『キーウの月』（ジャンニ・ロダーリ著 講談社
みんなは、よく見かける?!
2022）ID13810
『フードバンクどろぼうをつかまえろ! 秘密の大
ア・マ・ガ・エ・ル !!
作戦!』
（オンジャリ・Q・ラウフ著 あすなろ書房
2022）ID 13811
『なりたい自分と出会い方—世界に飛び出したボ
クが伝えたいこと』（岡本啓史著 岩波書店）
ID13812
『知識の海へ（児童図書館基本図書目録３）
』
（東京
子ども図書館 2022）ID13813

いただきました❣
絵 本

ありがとう水野姉妹

『こねこのぴっち』
（ハンス・フィッシャーおはな
し&え 石井桃子訳 岩波書店の子どもの本
1954）ID13796
『絵本 ワニのオーケストラ入門』
（ドナルド・エ
リオット文 クリントン・アロウッド絵 芥川也
寸志/石井史子訳 岩波書店 1983）ID13800.
『絵本 カエルのバレエ入門』
（ドナルド・エリオ

見えるかな?二宮（神奈川県）に住む杉村おじさんの家の
窓ガラスに飛びついたアマガエルをおじさんがシャッター
チャンスよろしく撮って送ってくれました!

読んで
第三者の話を注意深く聞こうと思った事
<中３ 館 龍之介>
この本の著者は、監獄で親し
くなったウイグル人に心を開い
いて、本当の現地の状況やウイ
グル人の望みを聞き、日本では
虐殺が中心に語られる中、少数
民族の問題をどうやって現実的
に対処するか本に纏めました。
この本には新疆の情景が詳し
く描かれていて、建設業者との
賄賂政治の為に壊されつつあるウイグル族の旧市
街、もちろん田舎の美しい景色を見に早めに行って
おきたいと思いました。
この本を読んで一番勉強になった事は、第三者が
経験無しの想像だったり一部の過激派の意見を受け
たりして当事者の意見とは違う物になり、争いが無
駄に過激化して当事者が不要な被害を被る事を防が
ないといけない事です。新疆問題がとても分かりや
すい具体例になりました。
国外に亡命したウイグル人は中国政府と対立しよ
うと強固に独立を主張し、意見が欧米の政治姿勢ば
かりになり、それが当事者の意見のように語られて
しまいますが、実際には経済力がない少数民族から
金を巻き上げて賄賂政治をしている政府組織が嫌わ
れているだけで、もし中国が民主化しても投票では
少数派で無理なはずの独立を志向して漢人と少数民
族の対立を煽り一部の過激派を生んで政府の一般市
民への抑圧を生むより、現実的に移民を減らすくら
いの処置をして、指導者の思想ではなく、そんな事
はどうでも良い大多数の一般庶民の平安を築く事を
最優先に考える事、どんなニュースでも当事者視点
に立って考える事が最優先だと勉強しました。
（王力雄著 馬場裕之訳 集広舎 2011）

2022 年 9 月に入る大人の本
フィクション
『とんこつ Q&A』
（今村夏子著 講談社 2022）
ID18835
『 底 惚 れ 』（ 青 山 文 平 著 徳 間 書 店 2021 ）
ID18836
『汝、星のごとく』
（凪良ゆう著 講談社 2022）
ID18837
『よって件のごとし（三島屋偏重百物語八之続）』
（宮部みゆき著 角川書店 2022）ID18838
『その本は』（又吉直樹/ヨシタケシンスケ著 ポ
プラ社 2022）ID18827
『帰りたい』
（カミーラ・シャムジー著 金原瑞人
/安納令奈訳 白水社 2022）ID18839
『さすらう地』
（キム・スム著 岡裕美訳 新泉社
2022）ID18840
『大丈夫な人』
（カン・ファギル著 小山内園子訳
白水社 2022）ID18845

エッセイ ほか
『カヨと私』（内澤旬子著 本の雑誌社 202２）
ID18826
『世界は五反田から始まった』
（星野博美著 ゲン
ロン 2022）ID18828
『存在消滅—死の恐怖をめぐる哲学エッセイ』
（高
村友也著 青土社 2022）ID18829
『ヌシー神か妖怪か』（伊藤龍平著 笠間書院
2021）ID18830
『ルポ だれが国語力を殺すのか』（石井光太著
文藝春秋原 2022）ID18831
『
「静かな人」の戦略書』
（ジル・チャン著 神崎
朗子訳 ダイヤモンド社 2022）ID18834

『
「歴史の終わり」の後で』
（フランシス・フクヤ
マ著 マチルで・ファスティング編 山田文訳
中央公論新社 2021）ID18832
『小さな本の大きな世界』
（長田弘著 酒井駒子
絵 クレヨンハウス 2016）ID18833

新

書

『ぼくらの戦争なんだぜ』
（高橋源一郎著 朝日
新書 2022）ID18824

文

庫

『私の名前はルーシー・バートン』
（エリザベ・
ストラウト著 小川高義訳 ハヤカワ epi 文庫
2022）ID18825
『鬼降る森』（高山文彦著 小学館文庫 2016）
ID7819

マンガ
『台湾の少年【１】統治時代生まれ』
（游珮芸/周
見信作 倉本知明訳 岩波書店 2022）ID18841
『台湾の少年 2 収容所島の 10 年』
（游珮芸/周
見信作 倉本知明訳 岩波書店 2022）
ID18842

寄

贈

『メロスの群れー評伝吉野せい』（小澤美智恵著
シングルカット社 2019）ID16832
『西の窓辺へお行きなさいー「折り返す」という技
術』
（武田鉄矢著 小学館 2013）ID18418
『89 歳、ひとり暮らし。−お金がないなくても幸
せな日々の作りかた』
（大崎博子）ID18822
『大往生入門—健康投資で人生ゲームを乗り切ろ
う』
（岡本裕著 ビジネス社 2022）ID18823.

この本、読んでみませんか
★ポプラ社が『百年文庫』を出した時、思い切って買
いました。亡くなった森林浴さんが1冊ずつ借りて行
かれたのを覚えています。今は少し若い N さんが時
折借りているのを見かけます。1 冊に名の知れた作
家3人の短編がそれぞれ1作。タイトルが凝っていて
1文字。例えば、『憧』『絆』『畳』『秋』『音』等々。100
冊色々な楽しみのあるアンソロジーです。10 冊の中
に 1 冊入れてみては?(場所はスタッフにお尋ねを)
★スタッフに宝塚が好きな人がいます。蝉谷めぐ実
『おんなの女房』ID18739 は、歌舞伎の女形に嫁い
だ武家の娘の話。テーマが面白そうと思って読み始
めたのですが、その時の読書環境が落ち着かなか
ったせいもあってか、入り込めず上っ面だけ読んだ感
じは、作者の遊びが多かったように思いました。最後
はしんみりしましたが。
★凪良ゆうの『汝、星のごとく』（今月新刊）
ID18837。『流浪の月』もこれも私好みかな。立場
は違うけど、愛することはいつの時代も同じ。
★青山文平の本は何冊か購入済みだが未読。前掲
の『おんなの女房』に通じるところあり? 新時代小
説? これも切実な愛を語っているのだけれど・・・。
★先月『オリーヴ・キタリッジの生活』続を読みたい人
がいて探したが戻っているはずなのにどこに隠れた
か・・・。これは作者エリザベス・ストラウトの『私の名
前はルーシー・バートン』文庫本。ID18825
★今村夏子の新刊『とんこつ Q&A』ID18835 も『カ
ヨと私』（内澤旬子）ID18829も星野博美『世界は五
反田から始まった』ID18828 も面白そうです!!
★どなたかのリクエスト ?高村友也『存在消滅』
ID18829 はどうでしょう。小屋暮らしで得たものは?
★人間のどしょうっぽね、生き様を見たければ、『洟
をたらした神』を書いた吉野せい評伝『メロスの群
れ』 ID16832 をどうぞ!

