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☆８月の開館時間は土曜日以外は、１０：００～１５：
００です。お間違えのないように。
☽秋の夜長のおはなし会(大きい人向け)
10 月 19 日(土)午後５：00～6：00
☀秋の子どものおはなし会
10 月 20 日(日)午前 10：30～11：45
そして、
❆クリスマスおたのしみ会 ＆ 納会
12 月 22 日(日)午前 10:30～１２：００
みんなで 1 年の無事を感謝しましょう。

８月号

✿✿今後の開館スケジュール✿✿
◆8 月は 16 日(金)～20 日(火)
long
◆9 月は通常 14 日(土)、15 日(日)
◆10 月は通常 19 日(土)、20 日(日)
◆11 月は通常 16 日(土)、17 日(日)
◆12 月は通常 21 日(土)、22 日(日)
※文庫の時間：土曜日は午後２時～５時、
日曜日は午前１０時～午後３時
※毎月開館日(日)「子どものための小さなおはなし
会 (午前 10:30～11:00)」があります。

夾竹桃
文庫が建つ前、庭の隅に咲いていました。
ハッとするような紅色でしたが、私は白がすき。
でも何と花言葉は、危険、用心、油断大敵ですって。
本当に毒性があるそうです。
それでも私の中で暑い夏に咲く忘れがたい花
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か

✿おはなし沙羅の勉強会は
毎月開館日(土)午前 11:00～13：00 です。✿

引き続き、駐車場所にご協力くださいます
よう、お願いします。
年会費更新の件もお願いいたします。
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文庫あれこれ◆残暑お見舞い申しあげます。ひぐらし
が鳴きはじめました。今日１３日文庫にきました。お
盆休みで電車も混んでいましたが、ここは静かな夕
べです。◆ところが、猛暑、雷鳴、豪雨･･･この異常気
象は日本全国に蔓延し、終焉することを忘れたように
未だに暴れています。伊豆、大室はこのひと月いかが
でしたか?◆何と東京世田谷の我が家が床上浸水!!
しました。玄関、車庫が半地下になっているのです
が、でも、まったく想定外のことでした。1 階は泥
の海。先月２３日のことでしたが、それから 1 週間
は、区役所、施工屋、保険屋、清掃業者との対応で、
疲労困憊。結局、瞬間雨量が公共下水に治まらず逆
に溢れて道路から我が家へということで、コンクリ
ート土台との間に１０センチ以上の汚水がたまり、
1 階の床は全とっかえです。◆身近にそんなことが
起きると人はゲンキンなものです。さらにひどい被
害を受けた人々、そして東北、福島、さらに広島、
長崎とこの８月にいつになく平和ということに思
い致しました。文庫にも少し関連本を別置しようと
考えています。まずは憲法の本から?･･･◆聞こえに
くくなった耳の検査をしたら、これまた、頭の中に
聴神経を圧迫する腫瘍ができていました。かわいい
ものでまだ直径３ミリとか。良性ですし、急激に大
きくなる心配はないとのこと。私でもこんなことが
あるのだと、なんだか一人前の人間の気がして可笑
しくなりました。でも、難聴は困るので、補聴器使
用ということに。◆昨夜、どーんどーんという音が
聞こえました。八幡野の花火でしょうか。孫の勉強
につきあいながら、音だけで雰囲気を味わいました。
◆いっときより都会も涼しくなったかしら？ ここ
大室高原の夜は冷気を感じて窓を
閉めるほどですね。◆そういえば、
１２日真夜中、ペルセウス座流星群
をみられた子ども達、いたかしら？
（西村）
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2013 年８月に読んだ本についての感想

今度のこの小説では、気が強くて生活力があり、鋭い

佳江が突然に要求してくるお金の無心に何度も応じた

感性のある東京の小料理屋の女主人佳江と、鳴子温泉

りできたわけで、信幸が結構なご身分になったという

の木地師の娘で温泉芸者になった薄幸の我慢強い娘多

設定は全体の流れに大きな支えになっている。

乙川優三郎という人は時代小説家とばかり思っていた
『脊梁山脈』 乙川優三郎著 新潮社社刊 2013 年 4
が、これは珍しく現代小説。読んでよかったと思える
月第 1 刷
本であった。

希子という２人の女性が夫々の個性で魅力的だ。

Life is much more successfully looked at from a

③もう一つこの小説の特異な点は、主人公信幸が朝鮮

single window, after all.

半島からの帰化人との関連もあって日本書紀の飛鳥時

とカバーの写真にひっそりと文章が浮き出ているが、

①時代に忘れ去られて行く伝統工芸、木地師の世界を
乙川優三郎という人は時代小説家とばかり思っていた
描いて深い。木地師は木を轆轤で加工しそれを磨いて
が、これは珍しく現代小説。読んでよかったと思える本
見事な椀や盆、それにこけし人形など木の工芸品を作
であった。
り出す。材料に成る良い樹があることが絶対条件で、
①時代に忘れ去られて行く伝統工芸、木地師の世界を描
樹を求めて深い山から山へと移り住んで行く。元々が
いて深い。木地師は木を轆轤で加工しそれを磨いて見事
陶芸などと同じく朝鮮半島からの帰化人が持ってきた
な椀や盆、それにこけし人形など木の工芸品を作り出す。
技術で現代の木地師はその子孫らしい。最初に住み着
材料に成る良い樹があることが絶対条件で、樹を求めて
いた近江の山から、良い樹を求めて次第に信州へ、そ
深い山から山へと移り住んで行く。元々が陶芸などと同
してさらに東北の深い山奥へと移住して行ったようだ。
じく朝鮮半島からの帰化人が持ってきた技術で現代の木
主人公は敗戦で中国から帰還してきた元少尉矢田部信
地師はその子孫らしい。最初に住み着いた近江の山から、
幸。たまたま帰郷する列車で知り合ったある帰還兵と
良い樹を求めて次第に信州へ、そしてさらに東北の深い
の縁によって木地師の世界を知り、それに魅了されて
山奥へと移住して行ったようだ。主人公は敗戦で中国か
だんだんとその世界に深く入り込んでゆく。こけしで
ら帰還してきた元少尉矢田部信幸。たまたま帰郷する列
有名な鳴子温泉に行って木地師の娘と知り合うあたり
車で知り合ったある帰還兵との縁によって木地師の世界
から小説は佳境に入ってゆく。
を知り、それに魅了されてだんだんとその世界に深く入
②乙川優三郎の小説には魅力的な女性が登場する。私
り込んでゆく。こけしで有名な鳴子温泉に行って木地師
は 4 年前に朝日新聞に連載された「麗しき花実」とい
の娘と知り合うあたりから小説は佳境に入ってゆく。
う蒔絵師を描いた小説を読んで、ひたむきで芯のしっ
②乙川優三郎の小説には魅力的な女性が登場する。私は
かりした理野（りの）という主人公の娘に魅力を感じ
4 年前に朝日新聞に連載された「麗しき花実」という蒔
たことがある。その小説は途中で読むのをやめてしま
絵師を描いた小説を読んで、ひたむきで芯のしっかりし
ったが、理野（りの）のことは強く印象に残っている。
た理野（りの）という主人公の娘に魅力を感じたことが

代の皇統譜の記述、なかんずく聖徳太子誕生前後の叙

人生はあまり色々なことに気を紛らわさないで、
これ、

述の信憑性に強い疑問を持って真実を追究しようと思

と決めた一つに絞って生きてゆけば、面白いのだ、位

索していること。そんな歴史の虚実を考えながら、木

の意味か。
（これは主人公が気を引かれた女の一人、
画

地師たちの移動を確かめようと、奥羽山脈の人跡希な

家で小料理屋も経営している佳江が、読んでいた米国

深い山の脊梁を東から西へと一人で越えて行った信幸

のニック・キャラウェイの小説から引用した一行。
）

2013 年８月 14 日

By 森林浴

『脊梁山脈』 乙川優三郎著 新潮社社刊 2013

ある。その小説は途中で読むのをやめてしまったが、理
野（りの）のことは強く印象に残っている。
今度のこの小説では、気が強くて生活力があり、鋭い感

が、ある開けた原野で連なっている野石の列を見つけ
たが、その野石をよく見たら、山から山へと移動して

百年文庫の 3 冊

行く途中で亡くなった木地師たち家族の墓で、それは

『釣』

十六弁の菊花紋章を刻んだ墓石だったのだ。発見した

井伏鱒二「白毛」ユーモラスな中に鋭い批評を含む。

信幸が「ぞっとした」とあるが、読んでいた私も「ぞ

釣りの好きな人だとたまらないだろう 1 篇。

くっと」した。木地師たちの先祖の帰化民族本来の紋

幸田露伴「幻談」ウィンパーによるスイスのマッタ

章は今日本の皇室の紋章になっているのだ。

ーホルン初登頂時の事故死に関する恐ろしい幻の出現

④敗戦直後の祖国日本の惨めな現実や、兵士だった男

の話もあるが、主体は江戸時代の釣り船の船頭と釣り

達の悩みと生き様、ゼロから立ち上がる民衆のたくま

客が経験したゾッとするような怪談。ともに流麗な隙

しさもよく描かれている。この小説で唯一違和感を覚

のない見事な文体でうまい落語を聴いているような味

えたのが、主人公矢田部信幸が、たまたま成功した事

がある。確かに「文豪」だ。

業家だった叔父が病死して、莫大な遺産を継承し、暮

上林暁「二閑人交友図」

らしに何の心配も不用な豊かさに恵まれることになっ

上林暁とか井伏鱒二は荻窪・阿佐ヶ谷あたりに住んで

たことだ。彼は働いて生計を立てる必要が無い身分と

文人村を形成していた。

なった。だから木地師たちの世界を存分に調査し、立

上林暁と友人がともにお金は乏しいなかで、将棋・酒・

派な研究書を出版することができたし、妊娠した多希

銭湯・釣りなどをともに楽しむ悠々閑々たる交友生活

子の堕胎の面倒を見、
その後の病気の治療を支えたり、

の描写。こんな生活・生き方はいまや夢か。
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８月に文庫に入った子どもの本

８月に文庫に入った新しい大人の本
（佐野眞一責任編集 河出書房新社 2013 増補新訂）

絵本

フィクション

『はだしのゲン 私の遺書』
（中沢啓治著 朝日学生

『ぼくのふとんはうみでできている』(ミロコマチコ作

『ホテルローヤル』
（桜木紫乃著 集英社 2013）※直

新聞社 2012）※漫画『はだしのげん 10 巻』も入れま

あかね書房 2013)

木賞

した。併せてどうぞ。

『ぼくのはなし』
『くつがいく』

『爪と目』
（藤野可織著 新潮社 2013）※

『素顔の新美南吉』(斎藤卓

（和歌山静子さく 童心社 2013）

芥川賞

『祭の日』
（北原亞以子著 新潮社 2013）

志著 風媒社 2013)

『ひとりひとりのやさしさ』
（ジャクリーン・ウッド

※遺稿

『水のかたち 上・下』
（宮本輝著 集英

『マチュピチュ探険記』
（マーク・アダムス著 森夏

ソン文 E. B. ルイス絵 さくまゆみこ訳 BL 出版

社 2012）

『何者』
（朝井リョウ著 新潮社 2012）

樹訳 青土者 2013）
『子どもの世紀』
（神宮輝夫他編著

2013）

※request

『ああ父よああ母よ 1945-1970』(加賀

ミネルヴァ書房 2013）
『耕せど耕せど』
（伊藤礼著 東

『だじゃれ日本一周』
（長谷川義史作 理論社 2013）

乙彦著 講談社 2013)

『ぼくは弟とあるいた』
（小林豊さく 岩崎書店）※

ーラ・マクレイン著

古本屋でみつけました。小林さんの中央アジアを描い

『王様ゲーム

たシリーズはすでに文庫に『ぼくのうつくしい村』ほ

2013）

『海へ、山へ、森へ、町へ』
（小川糸著 幻冬舎文庫

か 7 冊入っています。

エッセイほか

2013）
『るり姉』
（椰月美智子著 双葉文庫 2012）※

『文士の友情』
（安岡章太郎著 新潮社 2013）

request 『嫌な女』
（桂望実著 光文社文庫 2013）

『子どもの世紀』(神宮輝夫ほか編著 ミネルヴァ書房

『天国旅行』
（三浦しをん著 新潮文庫 2013）
『生存

読み物
『読み聞かせとんち・わらい話 50 話』(よこたきよし

『ヘミングウェイの妻』
（ポ
高見浩訳

海教育研究所 2013）

新潮社 2013）

再生 9.19』（金沢伸明著

双葉社

文庫

確率』
（久間十義著 新潮文庫 2013）
『零戦』
（掘越

2013)

文 チャイルド本社 2010)

二郎著 角川文庫 2012）
『半藤一利と宮崎駿の腰抜け

『ハンナの学校』
（グロリア・ウィーラン作 中家多

ノンフィクション

愛国談義』
（文春文庫 2013）
『読み解き「般若心経」
』

恵子訳 2012）

『メルトダウン連鎖の真相』
（NHK スペシャル「メル

（伊藤比呂美著 朝日文庫 2013）

トダウン」取材班著 講談社 2013）
『永続敗戦論』
（白

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『ふしぎな声のする町で』
（ほしお

さなえ作 徳間書店 2013）

『緑の精にまた会う

日』
（リンダ・ニューベリー作 野の水生訳 徳間書店
2012）

『マルカの長い旅』(ミリヤム・プレスラ

ー作 松永美穂訳 徳間書店 2010)

井聡著 太田出版 2013）
『人口減少社会という希望』
（広井良典著 朝日新聞出版 2013）※３冊 request

『時の町の

『中国人の本性』
（副島隆彦、石平著 李白社 2013）

伝説』
（ダイアナ・ウィン・ジョーンズ作 田中薫子訳

『石牟礼道子―魂の言葉、いのちの海』(河出書房新社

徳間書店 2004）

2013)※request

❤広瀬さん寄贈本は掲載しませんが、絵本の部屋の
棚に別置し追加を並べています❤
しました。

『死の淵を見た男』
（角田隆将著

PHP 研究所 2013）

『宮本常一 旅する民俗学者』
海の日のおはなし会が終わって日が暮れて
出演者たち 13.7.14
伊豆高原駅・樹齢 130 年の楠の大木の下

★直接的、間接的に戦争のなかにいた子ども、若者た
ちの本。 小学高学年からおとなまで読んでほしい本。
『えほん 日本国憲法』
（野村まり子絵・文 明石書店）
『くつがいく』
（和歌山静子さく 童心社）
『ぼくのこ
えがきこえますか』
（田島征三さく 童心社）
『はら
っぱ』
（神戸光男校正・文 西村繁男画 童心社）
『せ
かいいちうつくしいぼくの村』ほか（小林豊さく ポ
プラ社）
（おとうさんのちず』
（ユリ･シュルヴィッツさ
く あすな書房）
『なぜ戦争はよくないか』
（アリス・
ウォーカー文 ステファーノ・ヴィタール穢 偕成社）
『さがしてます』
（アーサー・ビナード作 岡倉禎志写
真 童心社）
※以上絵本。
『イングリッシュローズの庭で』
（Ｍ.．マゴりアン
作 徳間書店）
『猫の帰還』
（ロバート・ウェストール
作 徳間書店）
『水深五尋』
（ロバート・ウェストール
作 岩波書店）
『ぼくの心の闇の声』
（ロバート・コー
ミア作 徳間書店）
『戦火の馬』
（マイケル・モーバー
ゴ作 評論社）
『兵士ピープル』
（マイケル・モーバー
ゴ作 評論社）
『ミスター・ピップ』
（ロイド・ジョー
ンズ作 白水社）
『ネルソンさん、あなたは人を殺しま
したか？』
（アレン･ネルソン作 講談社）
『海の島 ステッフィとネッリの物語』睡蓮の池 ス
テッフィとネッリの物語』
『海の深みへ ステッフィ
とネッリの物語』
『大海の光 ステッフィとネッリの
物語』
（アニカ･トール作 新宿書房）
『壁のむこうから来た男』
（Ｕ．
オルレブ作 岩波書店）
『ヒットラーのむすめ』
（ジャッキー・フレンチ作 す
ずき出版）
『エーディト、ここなら安全よ』
（キャシー・
ケイサー作 ポプラ社）
『ジャック･デロシュの日記』
（ジャン・モラ作 岩崎書店）
『アンネの日記 』
（ア
ンネ･フランク著 文芸春秋）
『ちいさな命がくれた勇
気』
（キャシー・ケイサー著 主婦の友社）
）
『アウシュ
ヴィッツでおきたこと』
（マックス・マンハイヤー作
角川学習出版）
『彼の名はヤン』
（コルシュノフ著 徳
間書店）
『わたしは忘れない』
（ヤエル・ハッサン作 文
研出版）
『あのころはフリードリヒがいた』
（リヒター

作 岩波少年文庫）
『最後の授業』
（ドーデ作 岩波少
年文庫）
『八月の光』
（朽木祥作 偕成社） 『はだしのゲン全
１０巻』
（中沢啓治作 汐文社） 『はだしのゲン わ
たしの遺書』
（中沢啓治著 朝日学生新聞社）
『ぼくは、
いつでもぼくだった。
』
（いっこく堂 くもん出版）※
沖縄に生まれて･･･。
『夕凪の街 桜の国』
（こうの史代
さく 双葉社）
『語りつぐ戦争 平和について考える全６巻』
（国土
社）

『真実の満州史１８９４－１９５６』
（宮脇淳子著 ビ
ジネス社）
『
「東京裁判」を読む』
（半藤一利、保坂正康、井上亮
著）
『戦争特派員』
（ニコラス・ランキン著 中央公論
新社）※ゲルニカ爆撃を伝えた男
『イラクの中心でバカとさけぶ』
（橋田信介著 アスコ
ム）
『ラオスからの生還』
（ディーター・デングラー著
大日本海が）

★大人に・・・

※福島原発関係の本は、東北地震コーナーにあります。

『戦争はなぜ起こるか』
（佐藤忠男著 ポプラ社）
『零戦』
（堀越二郎著 角川文庫）
『９条どうでしょう』
（内田樹、小田嶋隆ほか著 ちく
ま文庫）
『民主と愛国 戦後日本のナショナリズム』
（小熊英二
著 新曜社）
『歴史が後ずさりするとき』
（ウンベルト・エーコ著
岩波書店）
『ヒトラーの秘密図書館』
（ティモシー・ラ
イバック著 文藝春秋）
『大東亜戦争の実相』
（瀬島隆三著 ＰＨＰ研究所)
『収容所から来た遺書』
（辺見じゅん著 文藝春秋）
『指揮官たちの特攻』
（城山三郎著 新潮社）
『散るぞ悲しき』
（梯久美子著 新潮社）
『昭和二十年夏、
子供たちが見た日本』
『昭和二十年夏、
僕は兵士だった』
（梯久美子著 角川書店）
『終わらざる夏 上・下』
（浅田次郎著 集英社）
『白バラの声』
（ハンス／ゾフィー・ショル著 イン
ゲ・イェンス編 新曜社）※ショル兄妹の手紙 『ゾ
フィー２１歳』
（ヘルマン・フィンケ著 草風館） ※
ヒトラーに抗した白いバラ
『夜と霧 新版』
（ヴィクトール・フランクル著 みす
ず書房）
『和解のために』
（朴裕河著 平凡社）※教科書・慰安
婦・靖国・独島 『わたしは日本軍「慰安婦」だった』
（李容洙、高柳美知子著 新日本出版社）
『中国軍三〇〇万人、次の戦争』
（相馬勝著 講談社）
『書かれなかった戦争論』
（山中恒・典子著 辺境社）
『少年Ｈ 上・下』
（妹尾河童著 講談社文庫）

★これらはスタッフがちょっと探し出した在庫のほ
んの一部です。手にとって、ページをめくってみてく
ださい。

こんなおはなしを聞きました。

ある日、犬を散歩に連れて出た夫が、携帯電話をか
けてきた。急いで、こねこ用のたべものを持って桜
の里駐車場に来てくれ！
話を聞くと、やっと目が開いて動き出したこねこ 5
匹が捨てられていると言う。
とるものも取りあえず、
現場に行くと・・・。この数日、下田からえさを運
んできたというカップルに出会った。数ヶ月前、4
匹の我が家のねこを次々に亡くした私にとって、も
う悲しい思いはしたくなかったが、それでも 3 匹を
引き取り、2 匹は下田のやさしいカップルにお願い
した。
特筆したいのは、犬が何とこねこを見た途端に、他
者からこねこを守ろうと母性本能を発揮しはじめた
ことであった。でも家ではもう飼えない。
幸いにも、うちで預かったこねこは、里親がみつか
ってめでたく養子に行くことができた。
なんと、よい話でしょう、
やさしい人たちでしょう。
下田の若者も、そして大室
の住人も。
（さ・らのひとりごと）

