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空の碧を つんざいて
横にながれた 白い雲だ

(22 年 11 月号)

22.11.13（日）が明けていきます（日の出）

雲
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本年も３密を避け予約制で開館中です
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 25 日(土）、26 日（日）４週に変更
❣クリスマスお楽しみ会、やります❣
18 日（日）10:30〜12:00
３密にならないよう気をつけます。
親子で、もと子どもも、ぜひぜひ
手遊び・おはなし・紙芝居
&
楽しいプレゼント回し
（各自、500 円程度のプレゼントをご用意ください）

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 10:00〜15:00

文庫あれこれ◆紅葉の便りが聞かれます。でも文庫
の母屋玄関脇の楓は、まだ上の方が赤くなっている
だけでした。◆伊豆高原の駅の庭にこんな花が! ↓
◆コロナ第８波とか。感染者増
え続けて…。5 回接種お誘いき
ましたが、どうなんでしょうね。
◆8 日の皆既月食&天王星食ご
覧になりましたか。◆下は月下
月下
美人。友
人が送
ってくれ
ました。◆18 日、三嶋大
社（三島
市 ） 縁 起 に つ いて 稲 取八
神社の宮
司 さ ん か ら 伺 う機 会 があ
りました。
神仏に帰依しているわけで
はないの
で す が 、 信 心 深か っ た祖
母の影響
で、神社やお寺さんに関心
があります。従兄弟の家も代々宮司ですし。◆とこ
ろが、三嶋大社縁起ならぬ、『三嶋大明神縁起』と
いう文献を読み解くという講義でした。最終的に
は、三嶋大社に行き着いたのですが・・・。天竺
ところが、
(インド)の王子が父王の怒りを買って、日本に流れ
着き、富士山で出会った神さま？に、住むところが
ないなら伊豆の島々を作るよう勧められ、伊豆諸島
を作り個々の島に后と子どもを住まわせ三嶋大明神
となった、というお話。大明神は主に三宅島に住ま
い、のちに、板戸の白浜神社に祀られたらしい。今
回は、この神社に残された白浜本『三嶋大明神縁
起』（下田市史資料編１所収）を中心に説明してい
ただいた。◆伊豆諸島の由来
も、伊予三島神社、摂津三島
神社との成行きも含め、なか
なか神さまも隅に置けない存
在。頼朝も出てきましたよ。
主催の伊豆歴史文化研究会の
面々（70 代男性多）も勉強
家揃いみたいです。様々な角
度から伊東近辺の歴史を中心
に毎月勉強会を開いているよ
うですよ。◆右の菊は、食用菊
友人の庭
（かきのもと）。新潟原産。花を塩漬けにしたり、
さっと湯掻いて、おひたしやサラダにするそうで
す。色がきれい。◆日の暮れも早く寒くなりまし
た。令和 4 年も残り１ヶ月余。インフルエンザ、
コロナ、持病、事故に気をつけましょう。◆あなた
の今年の 1 冊は？◆19 日がオレンジに明けてゆき
ます。今日もあしたも天気になあれ!!
（西村）

徒然なるままに

エリザベス女王の棺が、
ウェストミンスター寺院から
バッキンガム宮殿へと運ばれ
る時、ビッグベンの荘厳な鐘
の音が鳴り響いていたのを記
憶されている方もおられるか
と思います。
ビッグベンは、テムズ川沿
いにあるウェストミンスター宮殿（国会議事堂）
に付属する時計塔で、ロンドンのランドマークで
す。
シャーロック・ホームズを主人公とするパロデ
ィやパスティーシュは、本だけでなく劇や映画や
ドラマなど数えきれないほどの作品がありますが、
ディズニーが作った子ども向け映画「The Great
Mouse Detective 」（1986）では、このビッグベ
ンを舞台に大団円が繰り広げられます。邦題は
「オリビアちゃんの大冒険」ですが、オリビアち
ゃんは事件捜査の依頼人で、主人公はねずみのシ
ャーロック・ホームズたるベイジルです。なぜこ
んな邦題にしてしまったのか…おかげでこの映画
は日本ではヒットしませんでした。映画の原案は
『ベイジル ねずみの国のシャーロック・ホーム
ズ』（イブ・タイタス作 ポール・ガルドン絵）
です。
シャーロック・ホームズの家の壁裏に暮らすベ
イジルは、ある日ドウソン（ねずみのワトソン）
に伴われてやってきたオリビアちゃんから、行方
不明になったお父さんを探してほしいと依頼され
ます。犯人はねずみ界の大悪党ラティガンで、ね
ずみの女王を倒して自分が王位に就こうと企んで

いました。
ラティガンを追い詰めたベイジルは、ビッグベ
ンの上で決闘します。ラティガンが勝利したかに
思えたその瞬間、ビッグベンが正時の鐘を打ち、
その振動でラティガンが時計塔から落ちていくと
いう結末です。
この物語はなかなかよくできています。最後の
場面は、ホームズと宿敵モリアーティがライヘン
バッハの滝の上で決闘する場面のパロディでもあ
りますが、有名なマザーグースの歌
「ヒッコリー・ディッコリー」
になぞらえてもいます。「ねず
みが時計を駆け上がる/時計が
一時の鐘を打つ/ねずみは時計
を駆け下りる」という歌です。
アガサ・クリスティもこの歌を
使った小説を書いていますね。 クイーン・エリザベス

写真も小林さん提供。
（バラは、いつもの S さんから。）

（さ・ら）

10 月の文庫から 11 月文庫の間、珍しく東京を
離れせんでした・・・・・・。
★29 日、広松由希子さんの講演会に行きまし
た。今年出された『日本の絵本 100 年 100 人
100 冊』
（在庫）に紹介された本の編著者。けれ
ども誰もが知っている各作家の代表作ではなく、
この本でこそこの人の表現が顕著と感じた絵本を
選んだと言う。駆け足の約２時間、あーこういう
チョイスも有りだと納得。
★30 日は、恒例我が家族のハロウィン。次女宅
で彼女が全て準備。受験生を除く 4 人の孫たちに
混じって楽しいひととき。その前にまちだ語り手
の会の月例練習会に参加。知らない間に仲間はぐ
んぐんいい語りをするようになっている。
★11 月に入って、2 日にマイナンバーカード受
け取りに区役所へ。クーポンが付くというが、聞
いても一度では訳わからず。とにかく現金での買
い物をお上は止めたいらしい。
★3 日は結婚記念日。11 月用の本を注文、先月
より多くなってしまった。
★8 日夜、皆既月食見そびれて友人からの画像。
★10 日は待ちに待った R 小１年３クラスへのお
はなし会。驚き感動。この１年生は、コロナでお
はなしの時間は初めて。なのに、なんと、授業参
観日で、教室の戸が開いていて、廊下や隣室の歓
声など聞こえる中、３クラスとも子どもたちの集
中力のすごさ。聴いている顔の表現の豊かさ。感
服❣️ 先生も一緒。ちなみに私たちは 2 人組で、
絵本 2 冊、おはなし２つ、詩と手遊び、紙芝居１
つ、と盛りだくさん。嬉しい３時間だった。
★12 日夕、受験生の孫娘が予備校からお寿司食
べたいと。爺婆、久しぶりにおしゃべり。ちょっ
とみぬ間にグッと頼もしく。来春希望が叶うとい
いね❣️
★13 日昼、60 年続く小学校クラス会。３年振
り。丸の内旧中央郵便局跡、KITTE(相応しいネ
ーミング)にて 12 名参加。20 年で終会と考えて
いたが、いつ会えなくなるかもだから 80 歳来年
もやろうよと。屋上から昔馴染みの東京駅と様変
わりした丸の内を一望しながら集合写真。コロナ
の終焉願いつつ。
（ちょい旅代わりに日記風に）

11 月に入る子どもの
絵本 本
『ぼく、お月さまとはなしたよ』
（フランク・アッシ
ュ作・絵 山口文生訳 評論社 1985）ID13826
『がっこうにまにあわない』
（ザ・キャビンカンパニ
ー作・絵 あかね書房 2022）ID13827
『ぬまばばさまのさけづくり』
（イブ・スパング・オ
ルセン作 きむらゆりこ訳 福音館書店 1981）
ID13825
『たのしいおまつりーナイジェリアのクリスマス』
（
イフェオマ・オニフェル作 さくまゆみこ訳 偕成
社 2007)ID13828
『マリー・キュリー』
（デミ作 さくまゆみこ訳 光
村教育図書 2022）ID13829
『息子よ』（田中美奈子お話 中島清司写真 2022）
ID13836*著者からいただきました! 皇帝ペンギン
の父子の物語。

読みもの
『やまの動物病院』
（なかがわちひろ作・絵 徳間書
店 2022）ID1383037
『だれもしらない小さな家』
（エリナー・クライマー
作 小 宮 由 訳 佐 竹 美 保 絵 岩 波 書 店 2022 ）
ID13831
『ワニのガルド』（おーなり由子作 偕成社 2022）
ID13832
『サンタの最後のおくりもの』（マリー&エルヴィー
ル ミュライユ作 横山和江訳 クエンティン・ブ
レイク絵 徳間書店 2022）ID13833
『トラからぬすんだ物語』
（チェ・ケラー作 評論社
2022）ID13835
『いのちの木のあるところ』
（新藤悦子作 佐竹美保
絵 福音館書店 2022）
ID13834

文庫だより 192-2

11 月に入る大人の本
フィクション
『耳の叔母』（村田喜代子著 書肆侃々房 2022）
ID18870
『嫌いなら呼ぶなよ』（綿谷りさ著 河出書房新社
2022）ID18871
『孤島の飛来人 』（山野辺太郎著 中央公論新社
2022）ID18872
『はぐれんぼう』（青山七恵著 講談社 2022）
ID18873
『遠い指先が触れて』（島口大樹著 講談社 2022）
ID18874
『 し ろ が ね の 葉 』（ 千 早 茜 著 新 潮 社 2022 ）
ID18875
『凍る草原に鐘は鳴る 』（天城光琴著 文藝春秋
2022）ID18876
『モノガタリは終わらない』
（朝井リョウ他著 モノ
ガタリプロジェクト編 集英社 2022）ID18877
『ゴールド・フィンチ２』
（ドナ・タート著 岡真知
子訳 河出書房新社 2016）ID18878
『フォレスト・ダーク』（ニコール・クラウス著 訳
白水社 2022）ID18879
『ガリバー旅行記』（ジョナサン・スウィフト著 柴
田訳 朝日新聞出版 2022）ID18880
『わたしのペンは鳥の翼』
（アフガニスタンの女性に
は作家たち著 訳 小学館 2022）ID18881
『亜鉛の少年たちーアフガン帰還兵の証言 増補版』
（スヴェトラーナ・アレクシエヴィチ著 奈倉有里
訳 岩波書店 2022）ID18888

エッセイ

ほか

『文にあたる』
（牟田都子著 亜紀書房 2022）
ID18882
『私たちが図書館について知っている二、三の事柄』
（中村文孝著 論創社 2022）ID18883

『 小 さ き も の の 近 代 １ 』（ 渡 辺 京 二 著 弦 書 房
2022）ID18884
『 水 俣 病 論 争 史 』（ 光 本 浩 二 著 河 出 書 房 新 社
2022）ID18885
『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみたー
失われたカムイ伝説とアイヌの歴史』（カベルナリア
吉田著 ユサブル 2022）ID18886
『NHK100 分 de 名著 知里幸恵『アイヌ神謡集』
2022 9 月テキスト』（中川裕著 暮しの手帖社
2022）ID18887
『あの夏の正解』（早見和真著 新潮社）ID18866

詩

ほか

『仰天 俳句噺』（夢枕獏著 文藝春秋 2022）
ID18889
『隣の国のことばですものー茨城のり子と韓国』
（金
智英著 筑摩書房）ID18869
『石垣りん詩集 表札 』（石垣りん著 童話屋）
ID18867
『暗き世に爆ぜ―俳句的日常』（小沢信夫著 みすず
書房）ID18866

文

庫

『都市空間のなかの文学』
（前田愛著 ちくま学芸文
庫 1992）ID18890
『十三の海鳴り 蝦夷太平記』（安倍龍太郎著 集英
社文庫 2022）ID18891
『ハングルへの旅 』（茨城のり子著 朝日文庫）
ID18868

漫

画

『台湾の少年３ 戒厳令下の編集者』（ 游珮芸/周
見信作 倉本知明訳 岩波書店 2022)ID18892
★最近入庫の文庫、新書はホール新刊の棚端の回るボック
スにあります。

私たちは、こんな風にして楽しんでいます!! (土気絵本の会 久松友子)
「土気絵本の会」は、2015 年に千葉市緑区土
気（とけ）で発足し、月一回の例会で基本図
書を読んでいる小さな会です。
発足して間もない頃、かこさとしさんの
『出発進行！里山トロッコ列車―小湊鐡道沿
線の旅―』（偕成社 2016 年 5 月）が出版さ
れたので、みんなで絵本を案内書に出発。小
湊鐡道の始発駅五井駅で駅弁の「アサリ弁当」
を買い乗車。里山は自然がいっぱいで、トロ
ッコ列車に爽やかな風が流れ込み、木製のベ
ンチでいただいたお弁当は格別でした。
終点の養老渓谷駅から歩いて宝林寺へ。こ
こは、滝澤馬琴の『南総里見八犬伝』で伏姫
のモデルとなった種姫が尼となり生涯を終え
た寺。お墓をお参りして駅に戻り、駅構内の
「足湯」に入り帰宅。後日、小湊鐡道本社で
『出発進行！里山トロッコ列車』の原画展が
あり二重の喜びでした。この旅は仲間作りの
良いスタートになりました！
会員は、「絵本と子ども」が大好きで、楽し
いこと、遊ぶことも大好きです。例会では、
文庫活動を長年続けている大先輩の方達から
絵本を学んでいます。ある会員は「先輩から
沢山のことを教えていただき、蓄積されたこ
とが何よりの宝物になっています。」と申して
います。
研修としては、「かつら文庫」を見学し、石
井桃子先生のお仕事についてと、おはなし会
をお聞きして、「絵本と子ども」について多く
のことを教えていただきました。また、伊藤

忠記念財団「子ども文庫助成金」をいただき、
2022 年 8 月に、東京子ども図書館のベテラン
職員お二人を講師にお迎えして「絵本の世界
とおはなしの世界を楽しむ会」を開催し、80
人余りの方達と素晴らしい講義とお話を楽し
み、大満足の研修会になりました。
コロナ感染症まん延の中、子どもたちに絵
本とお話の楽しさを届けることが出来ないも
どかしさを感じていますが、もしも依頼され
た時はいつでも“出前”出来るように心がけ
ています。
2023 年こそ、子どもたちに絵本を届ける機
会が増えるといいなあ～！と会員は願ってい
ます。
写真は、2021 年
12 月、公民館主催
事業「クリスマス
おはなし会」を頼
まれた時の様子で
です。

子どもたちと一緒に、絵本、おはし、手遊
びをして、楽しいひと時でした。 (22.10.22）

こんな本・あんな本
★文庫に入れる本を勝手に選んでいますが、入庫作業
をしながらちょろっと見るだけで、殆ど、満足に読め
ていません。文庫の本好きさんたちの話についていけ
ない状態です。今回、帰りの電車や家で読もうかと数
冊持ち帰った、そんな中から：
★『にぎやかな落日』（朝倉かすみ）ID18577 は、置
かれている立場は少し違うが、主人公の老いてゆく切
なさ、身の置き所のなさに寄り添えた本。★今月も入
っている（
『暗き世に爆ぜ―俳句的日常』
）の小沢信男
著『東京骨灰紀行』（ちくま文庫）ID18569 は、タイ
トルに目が行き、ページを開いたら、はじめに、「両
国」とある。次は、私が小５から結婚するまで住んで
いた「日本橋」（の端・両国の川向こう隅田川沿い）
も懐かしく。墓碑墓地をめぐりながら、その地の歴史
や土地の様子、人間の生き様を著者の目線と豊富な知
識で伝えてくれ、元の両国へと戻る旅。東京を知る上
でもこれは読み続けねば。★ご紹介『学びをつなぐ学
校図書館』（林良子著 鎌田和宏編集 悠光堂）は、
学校図書館や児童図書館、文庫に関わっている人にぜ
ひ読んでほしい本。丁寧な事例をあげ、分かりやすく
教育につなげる学校図書館論。著者・林さんは島根在
住。文庫だよりに「人形の旅立ちの地から」を連載。
★今月入れた子どもの本はさらっと全部。
*オルセンの『ぬまばばさま〜』は２度読みして、人
と自然の融合をとても嬉しく感じ、子どもと一緒に楽
しみたい絵本。彼の『つきのぼうや』は我が子たちと
何回も何回も読んだ。*絵本『がっこうにまにあわな
い』は子供の反応を見たい。*カエルの成長を描いた
写真絵本『大きくなりたい』を出された田中美奈子さ
んが、中島清司さんが南極で撮ってきたペンギンの写
真に物語で挑戦作『息子よ』を寄贈いただいた。父子
の愛情がふつふつと。先に絵（写真）ありきに文をつ
けるのって❣*今回低学年童話も粒揃い。*高学年〜の
2 冊。トルコの世界遺産をめぐる人々の、日本作家に
よる物語。平易でスラスラと読み進められるが、何せ
本文だけでも 500p 余でおまけに重い。今の子どもが
手に取るか。『トラからぬすんだ物語』、21 年ニュー
ベリー賞受賞。ルーツが韓国のアメリカに住む祖母、
母、孫娘の話。舞台は結構片田舎みたい。出てくる図
書館が、私がいた 70 年代より淋しい感じ。主人公の
孫娘の心情、動きが響く。大切なものを失っても、人
は再生できるという普遍のテーマと周囲の人々のあた
たかい繋がりを扱っているのと、韓国人２世の若い作
家ということで選ばれたのかしら。

