文庫あれこれ ◆１６年ぶりの大雪? 今回１０
日夕に来ました。文庫の前の道にタクシーは入
/
ってくれず、ずるずるキャリーバッグを運んで
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入ったら、玄関まで雪かきをしてくださった人
が。ありがとうございました。N さん!◆１１日
早朝、さらに積雪。そしてまた、明日雪の予報。
今度は A さんが半日がかりで、文庫の周り、駐
車場の雪かきをしてくださいました。どうぞ明
日の雪、積もらないで! ◆そういうわけで、母
屋にもいけず、温泉にも入れず。それでもリスや
ことりが時折屋根の下の窓枠を散歩していて微
笑ましい限り。姫沙羅の枝が伸びた屋根の縁に
何か動くものがと思って正体を見に 2 階へ行っ
てみましたら、ことりが、縁に貼った排管にたま
った姫沙羅の実をつついていました。こんなの
も私には珍しい情景。◆母屋への通路も作って
もらい、ふと見ると、梅の蕾がほころび、河津桜
ももう一息。少しずつ春へ。◆雪のせいもあって
か、都知事も革新には変わらず。◆珍しく風邪を
引きました。２日間体が動かず。まだ喉あたりに
少し引きずっています。みなさん、お大事に。◆
さて、今、心配は、１５日文庫が開けるか、駐車
できる場所があるか、です。それなのに、スタッ
フにお任せして１５日用事で東京へトンボ帰り
します。◆おいでになれない方はこれを読むこ
とはないのですが、今回は無理なさらないでく
ださい。(13 日夕方)◆やっぱり、予報通り、雪
はしんしんと降り積もっています。出かけるな
ら今だとスタッフに勧められたのですが、何だ
か体が動きません。明日はもっとひどい状態で
東京への往復は無理かもと思っても。とりあえ
ず、今は文庫に籠っています。風も吹いてきてお
向かいのご主人が植林したての樹の養生をして
います。降ってるだけなら雪もいいのだけれ
ど・・・。(14 日１０：３０AM)◆吹雪き始め
ました。今、ネットで、ソチフィギュア男子 SP
で羽生がダントツ 1 位だと知りました。やっぱ
り嬉しいですね!沙羅ちゃんは残念でしたけれど
◆雪は増々降りつのります。停電が??!!(西村)
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✿今年の開館スケジュール✿
◆3 月は通常 15 日(土)16 日(日)
◆4 月は通常 19 日(土)20 日(日)
◆5 月はロング 16 日(金)～21 日(水)
※アートフェスティバル参加
◆6 月は通常 14 日(土)15 日(日)
◆7 月は通常 19 日(土)20 日(日)
◆20 日は「海の日のおはなし会」
◆21 日は開館記念の子ども催し物
◆8 月は 16 日(土)～20 日(水)
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❤

✿おはなし沙羅の勉強会✿
毎月開館日(土) 11：00～13：00

昨年数か月をおいて、中央公論新社と文藝
春秋から出版された立花隆本。とても全部
読み切れませんが、ペラペラめくりでも食
い入ってしまいそう。
つもった雪
上の雪
さむかろな。
つめたい月がさしていて。
下の雪
重かろな。
何百人ものせていて。
中の雪
さみしかろな。
空も地面もみえないで。
金子みすゞ

2 月に文庫に新しく入った子どもの本
絵本：
『私が学校に行かなかったあの年』
（ジゼル・ポター絵
と文 小川悦子訳 セーラー出版）※著者寄贈
ID10900

読み物：
『はるかなるアフガニスタン』
（アンドリュー・クレメ
ンツ作 田中奈津子訳 講談社）※13 高学年課題図書。
海外の事情(こんな友達がいる)を知るのにおすすめ。
ID 10736
『子どもに語るアランビアンナイト』 (西尾哲夫訳・再
話 こぐま社) ID 10898 『子どもに語る日本の神話』
（三浦佑之訳 こぐま社 2013）ID 10899
『子どもに聞かせる世界の民話１』
『子どもに聞かせる
世界の民話２』
（矢崎源九郎編 実業之日本社 2014）
ID 10931, ID 10932
『カレンダー』(ひこ・田中作 福音館書店 2014)
ID 10935
『ネシャン・サーガ 1～３』
（ラルフ・イーザウ作 酒
寄進一訳 あすなろ書房）※３巻やっと揃ったので入
庫。ID１０９８１～１０９８３
『ひとりぼっちの不時着』（ゲイリー・ポールセン作
西村醇子訳 くもん出版）※ぜひ高学年～中学生男子
に読んでほしいサバイバル精神。ID 10984

ノンフィクション：
『日本という国』(小熊英二著 イースト・プレス
2011) ID 10897※中学生～大人に。

💛広瀬恒子さんに新たにいただいた本です。
絵本：
『ぶうぶうぶう』
（おーなり由子ぶん はたこうしろう
え 講談社 2013）ID10944 『あ・あ』
（三浦太郎
さく 童心社 2013）ID10942 『あー・あー』
（三
浦太郎さく 童心社 2013）ID10897
『汽車のえほんコレクション』
（ウィルバート・オード
リー原作 ポプラ社 2013）※機関車トーマスの仲間
のものがたりえほん（図鑑 ）ID10956
『よるのきかんしゃ、ゆめのきかんしゃ』
（シェリー・

ダスキー・リンカー文 トム・リヒテンヘルド絵 福
本友美子訳 ひさかたチャイルド）ID1095７
『くまくまパン』（西村敏雄作 あかね書房 2013）
ID10954
『しあわせなワニくん かんちがいレス
トラン』（神沢利子作 はたこうしろう絵 ポプラ社）
ID10953
『おうちでんしゃ はっしゃしまーす』（間瀬なおか
た作絵 ひさかたチャイルド 2013）ID10952
『な
んでもいいからだっこして！』
（きただてつや作 絵本
館 2013）ID10949
『ぼくのへやのりすくん』
（とりごえまり作 アリス館
2013）ID10950 『こりすのかくれんぼ』
（西村豊作
あかね書房 2013）ID10940
『つなみてんでんこ はしれ、上へ』
（指田和文 伊藤
秀男絵 ポプラ社 2013）ID10948
『黄金の夏休み』（最上一平作 伊藤秀男絵 文渓堂
2013）ID10947 『じっちょりんのなつのいちにち』
（かとうあじゅ作 文渓堂 2013）ID10946
『ぐ
るぐるせんたく』（矢野アケミ作 アリス館 2013）
ID10945
『チリとチリリ ちかのおはなし』
（とい
かや作 アリス館 2013）ID10941 『だるまなんだ』
（おおなり修司文 丸山誠司絵 絵本館 2013）
ID10939
『ピムとポム ねこのえんそうかい』
（ミ
ース・バウハウス作 フィープ・ヴェステンドルプ絵
日笠千晶訳 金の星社 2013）ID10938
『おさかないちば』（加藤休ミ作 講談社 2013）
ID10937
『海のむこう』
（土山優文 小泉るみ子
絵 新日本出版社 2014）ID10951
『ふたごの星』
（宮沢賢治文 松永禎郎絵 新日本出版
社 2013）ID10936

ノンフィクション：
『かっこいい動物 NO. 1』（NHK あにまるワンダ～制
作班編 新日本出版社 2013）ID 10992
★読み物、ノンフィクション、来月まだまだ入ります。

２月に文庫に新しく入った大人の本
読み物：
『穴』
（小山田浩子著 新潮社）ID 15491
『私のなかの彼女』
（角田光代著 新潮社）ID 15492
『戸惑う窓』（堀江敏幸著 中央公論社）ID 15493
『蛍の森』
（石井光太郎著 新潮社）ID15498
『櫛引地守』
（木内昇著 集英社）ID15499
『 五 峰 の 鷹 』（ 阿 部 龍太 郎 著 小学 館 ） ID 15500
『ひとりの体で 上・下』
（ジョン・アーヴィング著 新
潮社）ID 15501、2
『呵々大将 我が友、三島由紀夫』
（竹邑類著 新潮社）
ID 15494 『葭の渚 石牟礼道子自伝』
（石牟礼道子
著 藤原書店）ID15495
※以上 2013～14 刊行。
『日本語に生まれて 世界の本屋さんで考えたこと』
（中村和恵著 岩波書店 2013）ID15496
『少女たちの１９世紀』
（脇明子著 岩波書店 2013）
ID15497
『フェアリ』
（ブライアン・フラウド／アラン・リー絵
と文 グラフィック社 2014）ID 15503
『いま読むペロー「昔話」』（工藤庸子著 羽鳥書店
2013）ID 15512
『二人が睦まじくいるためには』（吉野弘著 童話屋）
ID 15513※祝婚歌は心を打ちましたね。祈・ご冥福。

文庫・新書：
『ユダヤ教 キリスト教 イスラーム』(菊地章太著
ちくま新書 2013) ID 15510
『転換期の日本へ』
（ジョン・W・ダワー／ガバン・マコーマック著 NHK
出版新書 2014）ID 15511
『
『少年倶楽部』短篇選』
（講談社 2013）ID 15504
『雪の練習生』（多和田葉子著 新潮文庫 2013）ID
15505 『風の中のマリア』
（百田尚樹著 講談社文庫
17 刷 2014）ID 15506
『ゲーテさんこんばんは』
（池内紀著 集英社文庫）ID 15507
『おさがしの
本は』(門井慶喜著 光文社文庫) ID 15508
『国境の向こう側』
（グレアム・グリーン著
epi 文庫 2013）ID 15509

ハヤカワ

2013 年 子どもに読
どもに読んだ本
んだ本・子どもが読
どもが読んだ本
んだ本・読んでよかった本
んでよかった本
１． どっちがへん？スペシャル（岩井俊雄作）
２．ぶたがとぶ
（佐々木マキ作）
３．からすのそばやさん
（かこさとしさく）
４．あさになったのでまどをあけますよ(荒井良二作)
５．よふかしにんじゃ
（バーバラ・ダコスタ作）
★幼稚園・保育園で読み聞かせをしている I さん
１．なーらんだ（三浦太郎作）※三浦さんのわかりやす
い絵と言葉に子供はくぎづけです）
２．やさいさん／いろいろバス （tuperatupera 作）
※はっきりと見やすい絵は読みきかせにピッタリ
３．もりのおくのおちゃかいへ （みやこしあきこ作）
※冬によい本で、5 歳くらいからでしょうか
４．おおかみのおいしゃさん（オルガ・ルカイユ文・絵）
※インフルエンザが流行している今にピッタリ
★保育園で読み聞かせの O さん
１．
「まじょ子」シリーズ（藤真知子作 ゆーちみえこ絵
ポプラ社）
２．
「かいけつゾロリ」シリーズ（原ゆたか作・絵 ポプ
ラ社）
３．
「プカプカチョコレート島」シリーズ（原ゆたか作）
４．わたしのあかちゃん （澤たまみ作 福音館書店）
★この前まで目利きだなあと感心していたが、１年になっ
て字が読めるようになると早速エンタメ本洗礼をうけた S。
１．ライオンと魔女（C・S・ルイス 著 瀬田貞二訳 岩
波少年文庫）
２．リンゴのたねをまいたおひめさま（ジェーン・レイ
作 河野万里子訳 徳間書店 ）
３．日本の神話 第１巻 くにのはじまり（赤羽末吉絵
舟崎克彦文 あかね書房）
４．みどりのたね （たかどのほうこ作 福音館書店）
５．おまじないつかい （なかがわちひろ作 理論社）
★さすが、万遍なくいい本を読でいますね。今後の変化が
愉しみな I ちゃん。

１．なぞときはディナーのあとで１（東川篤哉著）
２．鬼にて候シリーズ
（横山充男作）
３．駅の小さな野良ネコ（ジーン・クレイグヘッド・ジ
ョージ作）
４．ガフールの勇者たち１（キャスリン・ラスキン作）
５．ビブリア古書堂の事件手帖１（三上延著）
★Ｍちゃん。４年になると、大人のエンタメ本にも心が移る
のね。
１．
「ハリーポッター」シリーズ（J.K.ローリング作）
２．もものかんづめ
（さくらももこ著
３．ビブリア古書堂の事件手帖１（三上延著）
４．復活の日（小松左京著）
５．大笑い!東海道は日本晴れ その１（ひこねのりお作）
★中１の T 君、多岐にわたってるね!
１．図書館戦争（有川浩著 角川文庫）
２．のぼうの城（和田竜著 小学館文庫）
３．フリーター、家を買う（有川浩著 幻冬舎文庫）
４．永遠の０ (百田尚樹著 講談社文庫)
５．たんぽぽ娘（
『栞子さんの本棚—ビブリア古書堂セレ
クトブック』より角川文庫）※ほかに単行本（ロバート・
F・ヤング著 河出書房新社）もある
★文庫では、児童書 YA 古典から新刊ものまで幅広く読ん
でいる中２S さん、もうすっかり大人なのですね。
文庫の子は、毎月ほとんど 10 冊借りてゆき、その読書
量と読書力には感嘆します。
子どもには読書の世界を思う存分楽しんでほしいと願っ
ていますが、その中に、できればその年齢にあった本、
その年の頃ぜひ読んでおいてほしい本をと、思います。
そしてもう少し子どもの世界を楽しんでいてと。でも、
いつの間にか興味の幅をおとなへと広げているのです
ね。気に入った本が大人サイドにいささか意外でも、い
ろんな本を読むんだなとその成長を喜び、でもやっぱり、
文庫の本の中で今、読んでほしい本は、これからもさり
げなく提示していきたいと改めて思います。 (さ・ら)

★ちょっと大きい子におすすめの本★
みんなに思う存分、本の世界で主人公たちと、楽しい冒
険をしたり、夢いっぱいの経験をしてほしいと思うけど、
私たちを取り巻く世界は、子どもにとっても残酷だった
り、真剣に考えなくてはならないことがいっぱいありま
す。読み物の中にもそういう問題を扱った本が結構たく
さんあります。時には触れてみてください。
『クレイジー・サマー』(リタ・ウィリアムズ・ガルシ
ア作 鈴木出版 2013)
ほとんど記憶にない母に会いに、期待を胸に辿りつ
いたオークランド。３人姉妹を出迎えた母セシール。
だか熱い抱擁もなければまともに口もきかない。セ
シールの家に到着しても、食事を作ってくれることも
なく、３人は近所に夕食を買いにいかされる。
そして翌日から、日中はブラック・パンサー党の運
営するサマーキャンプに追いやられる。姉妹は自分た
ちの母親はクレイジーだと認識する。
サマーキャンプで、姉妹は先生や友達に出会い、い
ろいろな事を経験し感じながら過ごす。セシールとも
、やがて日々の出来事・会話の中で、互いの認識が変
わっていく。姉妹が母親に期待していたもの、はたし
てそれはかなうのか？
黒人公民権運動、ブラック・パンサー党の活動が勢力
的な時代・場所で、子供達が素直な意思を持ち行動して
いく姿が印象的な作品。
日本の子どもたちには、アメリカの歴史、黒人の歴史
の予備知識が必要かも。
（ココ・USA）

『はるかなるアフガニスタン』(アンドリュー・クレ
メンツ作 講談社 2012 )
落第しないための課題として外国の友達と文通する
ことになった小 6 のアビー。山があるというだけで選
んだ相手はアフガニスタンの子だった。この数十年間
に、様々な国から内政干渉を受け、また国内も様々な人
種言語の国のため内紛がやまず、というアフガンを、文
通を通してアビーは知るようになる。子どもたちの心
と現実に添った物語の展開は、きっとみんなも共感と
大切な思いを知ることになると思う。何気なく学校へ
行って、まだ希望を叶える将来が見える日本に暮らし
ていることの幸せと疑問を感じてください。(さ・ら)

201４
201４年 2 月に読んだ本
んだ本についての感想
についての感想
201４年 2 月 14 日

By 森林浴

『忘却のしかた
忘却のしかた、
のしかた、記憶のしかた
記憶のしかた』
のしかた』ジョン・Ｗ
ジョン・Ｗ・ダワー著
・ダワー著
外岡秀俊訳 岩波書店刊 ２０１３年
２０１３年８月 第２刷
私が 2010 年に読書感想を書きましたが、ピューリッツ
アー賞を受けた『敗北を抱きしめて』とペアーをなす書
物といえるのではないか。忘却とか記憶などでいかに人
間は真実を歪めることがあるかという事実を指摘。
厳密・正確でバランスが取れているという点で共通の、
見事な作品に感嘆する。しかし緻密な文章を読むのはい
ささかエネルギーが要る。歴史問題で、正論からずれた
おかしな発言が多い安倍総理や麻生副総理にもぜひ読
んでもらいたい本。

伊豆・
伊豆・高原・
高原・便り

され、少々興醒めだ。
『 鮨 』阿川弘之著
阿川弘之著 新潮社刊

201
201３年５月初版

1920 年生まれの著者は今年 94 歳の長命な人である。
この書物を最後の著書にするつもりで出したようだ。
彼はいわゆる第三の新人と言われるグループ—小
島信夫・小沼丹・近藤啓太郎・庄野潤三・遠藤周作・北
杜夫・三浦朱門・安岡章太郎・吉行淳之介など———に
分類されているが、今生存しているのは、三浦と阿川の
み。
この本は妙な箱に入っている。中を読んでやっと意味が

★その２
すでにベテランシェフの貫録
～岡田幸樹
岡田幸樹くん
岡田幸樹くん、たび重なる受賞～
くん
・親子で作る学校給食メニューコンクール優秀賞
・野菜料理レシピコンテスト・伊豆高原絵本の家賞

つまりこの本の代表作は二番目の作品「鮨」と云うわけ
か。年齢からいって長い文章は無理になったらしい。だ
から短編集。
付録のように、仲間のお喋り会の長い記録がついていて、

徳間書店刊

これはどうせ出版社がまとめたものでしょうが、ちょっ

これはジョン・Ｗ・ダワーの本を読んだ後に読むと、い

★その１
「子どもと
子どもと読書
子どもと読書 2014.1～2 月号 <この本よかっ
たよ!>」に、池田
池田結一くん
池田結一くんが書評を書きました!
結一くん
掲載雑誌は文庫にあります。ぜひ読んでね

分かった。なんとこれは箱入
箱入りの
箱入りの鮨弁当
りの鮨弁当の姿だったのだ。
鮨弁当

『アベノミクスで超大国
アベノミクスで超大国日本
超大国日本が
日本が復活する
復活する』
する』三橋貴明 著
201３
201３年３月 第 1 版

みんな頑張ってるね、うれしいね!

と冗漫。

かにも粗雑なものに見える。アベノミクスを称賛しなが
ら、そのアベノミクスで重要な位置を占める成長戦略の
一つ、ＴＰＰへの参加は絶対にダメ、竹中平蔵などの新

『はつ恋
はつ恋の』高原七弥著 東洋出版刊 2013 年 10 月
第1版

古典派経済学にかぶれた構造改革派がＴＰＰ参加や電

ご存知、わが大室高原の神﨑
﨑邦俊さんの著書。62 年前

力の発送電分離を企んでいるが、これは日本のアメリカ

の中学時代の初恋の人と同窓会で会い損ねて、帰りの列

化を狙っているものなので認めないと言う。
（また竹中

車の中から彼女に携帯で思いを伝える。携帯が電池切

は日本最大の人材派遣会社パソナの会長だと言うが、パ

れで切れるまでの時間に 62 年間の思い出がぎっしりつ

ソナは日本最大ではなく、日本の第三位に人材派遣会社

まって自分史にもなっているという仕組みが面白いで

である。
）全体として杜撰なところや強引な主張が散見

すね。今年の「本屋大賞」？

野菜料理レシピカレンダー(伊東市健康保養地づくり
実行委員会作成)より転載させていただきました。

★その３予告
つるし雛への想い((稲岡郁音ちゃん
稲岡郁音ちゃん)
音ちゃん)
BSプレミアム「美の壺
美の壺」で、２月２８日（金）午後７
美の壺
時半から放送予定。 祖母・母・姉から次女へ・・・と
いうことで、つるし飾りを作り、ひなまつりをお祝いす
る内容です。時間のある方、観てあげてください

