
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  NO.191 (22年 10月号) 

月号) 

 

 

文庫あれこれ◆<秋桜見てをり吾も揺れてをり>（茂
木房子さん）。暑さに慣れた体は、急に訪れた秋の寒
さ!!に驚いています。◆身近で、ご本人が、お連れ合
いが、友人が入院という話をよく聞くようになりま
した。みなさんは、お変わりありませんか。◆今月
は、私的な理由で文庫開館日を１週間後にずらして
いただきました。その間、コロナで延期になってい
た全日本語りの祭り&ちょい旅を。表紙上は、広島宮
島（10/8）。左下と中央は敦賀と永平寺（10/4、
５）。この下の三方五湖と琵琶湖にも行きました。◆
ところで、世の喧騒とは別に 10 月の十三夜も満月
も美しかったですね。<耳遠き二人寄り添ふ夜長かな
>（山本一?穂さん）。10 年くらい前から難聴気味だ
った私ですが、今では、補聴器をつけても大勢の人
の話は聞き取れなくなりました。芝居の舞台がみら
れ（聴け）なくなって辛い!!です（テレビも字幕オン
に）。◆コロナを機会に文庫もずっと予約制を取らせ
ていただきながら開館していますが、マスク不要に
なるのは? 来てくださる方も 2 日で５０人前後と
少なくなり、ついついあれもこれもの本の購入を少
しずつ控えさせていただこうと思っています。今月
も大人の本だけでも 20 冊以上入れました、少し私
の個人的趣味に偏ったかもしれませんが、来館され
るみなさんに喜んでいただけるといいなと思いま
す。◆子どもたち❣️ 今月はハロウィンです。 
ハロウィン 
のお菓子と 
絵本別置し 
て待って 
ます❣️ 

（西村） 
三方五湖 

（10/4） 

その向こう 

は、日本海。 
 
琵琶湖の夜景 

(10/5) 

大津の浜から 
翌朝、手前の 
船で琵琶湖周 
遊しました。 
 
 

本年も３密を避け予約制で開館です 
→１０月 22日(土）、23 日（日）４週 
１１月 19 日(土）、20日（日）以下３週 

 １２月 17 日(土）、18 日（日） 
2023年１月 14日(土）、15 日（日） 

２月 18日(土）、19 日（日） 
３月 18日(土）、19 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) 
�  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〜 
 

 

安芸の宮島・厳島神社と 
   放たれている鹿さん今日は❣ 

     希 望    やなせたかし 

絶望のとなりに 

だれかが 

そっと腰かけた 

絶望は 

 となりのひとに聞いた 

   「あなたはいったい誰ですか」 

となりのひとは 

 ほほえんだ 

    「私の名前は希望です」 
 

永平寺そこ・ここ 

 

  
 

 
 

 

気比神宮と祭りの山車（のひとつ） 
 



伊豆の熟女３人、開いた口が塞がらない！状態に

なりました！ 

全日本語りの祭り（１０月２～４日）参加を挟み、

前泊して、まず富山県立図書館を見学。私は、お気

に入りで４回目でしたが友人２人は初めて。「さす

が、隈研吾らしい！素敵な建物ね！」を連発してい

ました。 

が、後泊の「石川県立図書館」は素敵という言葉

では括れないのです！出来たばかりで、どこもかし

こも綺麗であることは言うまでもありません。 

見せる本。魅せる本、本、本、本！ずらりと並ん

だ本の何という美しさ！ 

まるで円形劇場のよう！本が観客であるとした

ら、主役の私が観客の誰（本）を選ぼうか。悩みな

がら、ついグルグルと廻ってしまう。まるで魔法の

ような建築テクニック！ 

本好きだったら（本が好きでなくても好きになる）

夢のような素晴らしい空気感！ 

そして、何よりも驚いたのは、利用者サイドで考

え抜かれている事です。 

 「思いもよらない本との出会いや体験によって、

自分の人生の１ページをめくることが出来る場

所・・手に取ることのできる３０万冊の本、思い思

いに過ごせる５００の閲覧席、知的な活気にあふ

れる交流の場。さまざまな出会いに満ちた図書館

をお楽しみください」（利用案内パンフより） 

 デザイン違いのカラフルソファーの彩りも楽し

く嬉しい時間になる事、間違いなし。 

 

実は２０１９年の年末（コロナ直前）に紙芝居講

座旅でパリ、リヨン、ベルギー、アムステルダムの

図書館巡りをしました。素晴らしい図書館もありま

したが、あたたかさを含めての切り口で言えば今回

の石川県立図書館は私にとって衝撃体験です。 

 近くに住んで毎日通いたい！願わくば、再び子育

しながら、あの児童室へ連れて行きたいなどと、あ

らぬ妄想を抱きながら・・・帰路につきました。 

伊豆からちょっと遠いけれど、次回は何日も宿泊し

て自分への一冊を選び、ゆったりとした刻を過ごし 

たいと考えています。 
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石川県立図書館見学・・・上原 佐恵子 (中伊豆在住) で延期で、ようやく今年第 15 回が石川県片山津温泉
で開かれた。私も参加しがてら、仲のよい友人とちょ
い旅を。永平寺、三方五湖、敦賀（おまけ）、琵琶湖
を回ってきた。きっと、みなさんも行かれたところば
かりと思いながら、写真をベタベタ貼り付けた。 
❣見えますか、私が抱えているのは 
大すりこぎ棒（永平寺）３回摩ると 
料理が上手くなるとか。何百畳もあ 
る畳に寝転んで、天井の花々を眺め 
（傘松閣）、ひと休憩。時折、シャキ 
ッ、ササッと歩く若い修道僧を見か 
けた。被写体厳禁なので残念。❣三 
方五湖で感動したのは水質（淡水、 
汽水、海水）によって５つの湖（日 
向湖、久々子湖、水月湖、菅湖、三方湖）の色が違っ
て見えること!! 秘湯の宿主の好意で雨の降らない前
に車でまわり、それぞれの湖、展望テラスから見える
５つ湖、その辺りの歴史など聴かせてもらった。この
地方は、梅林が見事。❣翌日、時間があったので、敦
賀で下車。気比神宮に詣で、海べりの赤レンガ倉庫へ。
途中、山車記念館で見た山車と、お祭りの映像は圧巻。
大和田獏がナレーターで、あれっと思ったら、敦賀は
彼の故郷で、そこは彼の曽祖父?の建てた大和田銀行
跡だった。彼も気比神宮の祭りの山車を曳いたとい
う。❣翌朝、比叡山、琵琶湖大橋、遠くに伊吹山など
を眺めながらの琵琶湖１時間ツアー、晴天だったら
…。❣最後の目的? 松岡享子さんが繋いでくださっ
た<じゃりんこ文庫>乾京子さんに会いに（活動はネッ
トでご覧ください）。さほど広くないお部屋に懐かし
い本たちがいっぱい。文庫の男の子が作ってくれた簀
の本立て（季節の別置本）が印象的だった。 
◇東京に帰って翌日、連れ合いと 
彼の故郷広島へ（岩国空港経由）。 
厳島神社は、高校の修学旅行以来 
。宮島口からは頻繁に渡船（JR） 
あり。ここはコロナを忘れるほど 
の賑わい。早朝、神社周辺を一人 
で散策。まだ閉まっている門前のお店（アナゴ、牡蠣
を食べさせる店、もみじ饅頭、宮島シャモジの店等の
看板）も風情あり。◇宮島口から広電に乗って１時間
余、広島の街へ。どこに行っても川の涼やかな流れが
…。寺町で墓参して、原爆ドームを横に見ながら、連
れ合いの懐かしい場所を歩き、夜は従兄弟夫婦と会食
の旅。◇あと４泊でこの 3 年間ちょい旅１００泊。
我がツアコンダクターは終了後は旅無し、と言う。果
たして?（皆さま、旅報告にいつもお付き合い感謝） 
 
 

 

 

  

 

徒然なるままに・・・・・・（さ・ら） 
❣よくもこんなに旅を、と思うほど続けている
が、帰ったら家でのびているという始末。❣文庫
の一般の会員さんはあまり関心がないと思うが、
子どもからお年寄りまで、お話（語り）を届けて
いる人々が大勢いる。伊豆半島では、今回上記の
報告を書いてくれた上原佐恵子さん然り。そんな
仲間が、全国から集う全日本語りの祭りがコロナ 
 

 

 



フィクション 
『たとえば、葡萄』（大島真寿美著 小学館 2022）

ID18846 

『リバー』（奥田英朗著 集英社 2022）ID18847   

『英雄』（真保裕一著 朝日新聞出版 2022）

ID18848 

『チンギス紀 １４ 萬里』（北方謙三著 集英社

2022）ID18849 
 

『ホットミルク』（デボラ・レヴィ著 小澤身和子訳 

新潮社 2022）ID18850 

『われら闇より天を見る』（クリス・ウィタカー著 鈴

木恵訳 早川書房 2022）ID18851 

『ゴールドフィンチ １』（ドナ・タート著 岡真知

子訳 河出書房新社 2016）ID18852 

 

エッセイほか 
『伊藤ふきげん製作所』（伊藤比呂美著 中央公論新

社 2022）ID18853 

『夕暮れに夜明けの歌を−文学を探しにロシアに行く』

（奈倉有里著 イースト・プレス 2022）ID18854  

『今日拾った言葉たち』（武田砂鉄著 暮しの手帖社

2022）ID18855  
 
『交わらないリズム−出会いとすれ違いの現象学』（村

上靖彦著 青土社 2021）ID18856 

『終止符のない人生』（反田恭平著 幻冬舎 2022）

ID18857           

『宮本常一の旅学−観文研の旅人たち』（福田晴子著 

宮本千晴監修 八坂書房 2022）ID18858   

『新・火を産んだ母たち』（井手川泰子著 海鳥社

2021）ID18859 

『ガラス絵で宮沢賢治のくにへ』（児玉房子著 草の

根出版会 2008）ID18864                                                           
 
『山手線で心肺停止』（熊本美加知著 講談社 2022）

ID18860      

新 書 & 文 庫 
『読書会という幸福』（向井和美著 岩波新書 2022）

ID18861 

『キリスト教美術史』（滝口美香著 中公新書 2022）

ID18862 

『自分の仕事をつくる』（西村佳哲著 ちくま文庫

2009）ID18863 

 

 

絵 本 
『しろくまのパンツ』（tuperatupera 作 ブロンズ

新社 2022）ID13813     

『めをさませ』（五味太郎作 絵本館 2022）

ID13814  

『すなはまのバレリーナ−エリアナ・パヴロバのおく

りもの』（川島京子文 ささめやゆき絵 のら書店

2022）ID13815     

『ガラス絵の宮沢賢治１ 祭りの晩』（宮沢賢治原作 

児玉房子絵 草の根出版会 2005）ID13817  『ガ

ラス絵の宮沢賢治 2 虔十公園林』ID13818   『ガ

ラス絵の宮沢賢治 3 ひのきとひなげし』ID13819   

『ガラス絵の宮沢賢治 6  10月の末 』ID13820   

『日本語オノマトベのえほん』（高野紀子作 あすな

ろ書房 2020）ID13816  
 
読みもの 
『アーマのうそ』（キャロル・ライリー・ブリンク作 

谷口由美子訳 文溪堂 2022）ID13821.         
 
昔 話 
『カリブ海アンティル諸島の民話と伝説』（テレーズ・

ジョルジェル著 松井裕史訳 作品社 2021）

ID13822       

『コスタリカ伝説集』（エリアス・セレドン編 山中

和樹訳 国書刊行会 2022）ID13823.              

『モルドヴァ民話』（グレゴーレ・ボテザートゥ収集・

語り 雨宮崇文訳 明石書店 2022）ID13824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月に入る大人の本 

10月に入る子どもの本 

『動物会議』を読んで 
５年 水野絵奈 

  
「動物会議」は、大人たちは、 
政治をしたり会議を開いても、 
戦争やかく命を起こしたりして 
しまい、子どもたちがひどい目 
にあっているので、子どものた 
めに、動物が動物ビルに集まって会議をするお

話です。 
 この本を読んで思ったことは、戦争はいけな

いことだということです。なぜなら、子どもの

将来を大人たちに決められて、こまってしまう

からです。 
 面白いのは、動物の行動です。会議のために

ネズミがいっせいに動物ビルに行ったり（想像

してみて下さい!）、虫が、世界じゅうの制服を取

ってしまったり（何ででしょう?）。それから、動

物が、氷山に乗ったり、クジラの口に入ったり、

列車や船や飛行機など、いろいろな乗り物に乗

るところです。 
 最初のほうは、会議、戦争、かく命と、話が少

しむずかしかったけれど、最後まで読んだら、

出てくる動物のようすがとても面白く、また読

みたいと思いました。さし絵も楽しかったです。  
 
『動物会議（ケストナー少年文学全集８）』（エーリッヒ・

ケストナー作 高橋健二訳 岩波書店 1980） 

             

 

 

 
 
★立川でこ 
んな展覧会 
があったよ 
うです。行 
ってみたか 
ったです。                  
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2006年４⽉、⼦どもたちの夏休みに「ナンカイイ
コトナイカナ」と考えました。 
� そうだ、⼦どもたちが暑い夏休みの⼀⽇を、図書
館でいろんなことして遊んで過ごすのどうだろう!
（冷房あるし…）�
� そこで、市内の学校図書館ボランティアや有志に
呼びかけ、沼津市⽴図書館の4階を会場に、⼦ども
たちと本好きが遊ぶ⼀⽇「夏休みわくわく図書館」
が誕⽣しました。�
� なにしろ、本好き（物好き）のおばさんたちが考
えるので紆余曲折、難関ばかりです。�
１．受け付け：⾸掛け参加カードを配る（参加者の
確認の為重要な関所）�
２．ワークショップの部屋：紙芝居をやってみよう�
３．ミニミニ⼯作の部屋：ペーパークラフト（クイ
リング他）で図書に結びつけよう� � � � �
４．おはなしの部屋：絵本読み・紙芝居・語り�
５．展⽰の部屋（講座室）：BOOKランド（本の展
⽰）：140冊の本を⾃由に触ってOK�
６．⼈形劇の部屋：視聴覚ホール（午前・午後）�
❣⼤盛況でした!�⼦ども289名の参加です❣�
（300⼈分の⼯作材料を⽤意していたのでセーフ）�
�
「夏休み企画展」のはじまり�
� 好評のうち⼀⽇は終わりましたが、選び抜いた
140冊の本の展⽰が、⼀⽇で⽚付けられてしまうの
はなんとしても惜しい。夏休み中講座室に並べて置
くのは管理上無理「ぜーったいだめ」と図書館の許
可が下りません。百歩も千歩も折れて、⾒るだけで
⼿に取ることはできないけれど、⼱１０メートルの
展⽰ケース内に並べて飾る（夏休み中の8⽉20⽇ま
で）と話は纏まりました。�
� こうして⼀⽇だけだった「夏休みわくわく図書
館」は、沼津市⽴図書館とぬまづ⼦どもの本を学ぶ
会共催の「夏休み企画展」へと発展しました。今年
（2022年）は17回でした。�
役割分担として、①企画（テーマ決め）・準備（本
の調達）・展⽰（飾り付け）・⽚付は学ぶ会、②広報�
（チラシ作り・教育委員会・新聞社・市⺠）は図書�
館が担当します。�
会場は4階展⽰ケース全⾯（10メートル×3⾯）�

�
を使⽤し、①図書の展⽰は夏休み期間ずっと（約1�
か⽉間）②展⽰期間中に「おはなし会」（展⽰して�
ある本・絵本を中⼼に）を開きます。�
� 学ぶ会では、主として運営委員会のメンバーたち
（10名）が「企画展準備会」を構成し、賛同者に声
をかけ「誰でも参加できる会」として協⼒していた
だいています。準備は出来ないけれど、展⽰⽇だけ
とか⽚付⽇だけとか、展⽰本の提供（貸出）とか、
それこそ⼭とある仕事を助けてくれます。�
「展⽰する本は、図書館の本は使わない」ので、展
⽰ケースを⾒て「借りたい」と思ったら、児童室で
すぐ借りられるようにしておく（展⽰してある本は
期間中ケースから出さない）よう図書館にお願い。�
� さて、展⽰する本ですが、ここで活躍するのが⽂
庫「ちいさな本の家」です。展⽰する本の多くはこ
この本を借ります。また個⼈の貴重な本は、みんな
に紹介して⾒せたいけれど「⾊が焼けるから貸せな
い」という⼈もいて、おもしろいです。（1か⽉照明
があたりますからね）�
� 4⽉にテーマを決めてからは、３つのケースをど
う展開するか、担当を3班に分担して内容を煮詰め
ていき、7⽉までに全体をまとめます。�
� コピーしたいのでと、著作の許諾を受けるやら、
なかなか勉強になります。�
� 今年は松岡享⼦さんを取り上げましたので、著書
の中からことばを抜粋して掲⽰したいと、東京⼦ど
も図書館にお許しをいただきました。�
� 展⽰を⾒に来た⼈が松岡さんの⾔葉を熱⼼にメモ
しているのを⾒ると、⼦どもの本の好きな⼈なん
だ！とつい声をかけたくなります。�
� 松岡さんが「こどもの本には冒険がいっぱいで
す」とおっしゃっていたので、「冒険」をテーマに取
り上げたコーナーでは「ニルスの不思議な冒険」の
岩波書店版・福⾳館書店版が並びます。ニルスがガ
チョウに乗って旅した空のコースの地図を、ケース�
内の壁⾯いっぱいに描きました。天井からはガチョ�
ウに乗ったニルスが吊り下げられ、旅の案内をして
います。�
� 展⽰された本（絵本も本も）には紹介者の思いを
込めたポップが付きます。ポップは、⼦どもたちが�
読んでくれるので、いかにして本の世界へ⼊って貰�

�
おうかと紹介者は腕をふるい（知恵を絞り）ます。� �
別のケースでは、幼稚園のPTAが、⼦どもと絵本
との出会いを書いて展⽰しています。親⼦２代で楽
しまれている絵本が並びます。�
� ⼀⽅、図書館員の「わたしの⼀冊」というコーナ
ーが毎年あり、ボードいっぱいに図書館員の絵本へ
の思いが書かれて貼ってあります。⼦どもたちに本
の楽しさを⼿渡したいという思いが詰まったコーナ
ーです。⻑年読み継がれた思い出（年期物）の絵本
が⾒開きになって並んでいます。�
� 「展⽰した本への思いを、直接ことばで伝えられ
るギャラリートークがしたい」これが私たちの夢。�
� 展⽰作業は朝の９時半から⼣⽅５時まで、びっち
りかかります。並び終わって、ケース内に照明がつ
いた時の感動。関わった者が味わう醍醐味です。�
� さあ、１か⽉間⼦どもたちを楽しませましょう。
ガラスケースにおでこをくっつけて⾒ている⼦ども
の真剣な様⼦が⽬に浮かびます。�
� 児童室には、展⽰した本のリストが⽤意され、来
場者に配られます。コロナ禍以前には、ケース前に
「感想ノート」が置かれて、みなさんからのご意⾒
が聞かれたのですが、今はそれがなくて残念です。�
残念といえば、「夏休み企画展」と並⾏して実施し
ていた⼀⽇「夏休みわくわく図書館」は、コロナ⾃
粛で３年開催されていません。「夏休み企画展」展⽰
だけは休みなく続いています。有り難いことです。�
展⽰をすることは、⼤きな喜びでもありますが、
関わる者たちの勉強になります。⼦どもたちに触れ� � �
合う活動が出来ない今こそ、⾃分の⾝に蓄える時と
違いに励ましあっています。�
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