文庫あれこれ◆朝７：２０文庫のドアを開けたら、
目の前にそびえる松の木の上からまぶしい太陽のひ
/
かりがさあーっとホールいっぱいに入り込みまし
2009文庫クリスマス.
た。昨日の春嵐と打って変って。眼前の大島、後背の
docx
山焼きすんだ大室山健在。庭の紅梅、河津桜満開、そ
して、クリスマスローズ、水仙、すみれも咲いて、気
持ちのよい朝です!◆2 月の雪にはおどろきましたね
ぇ。でも土曜に 1 組のご夫婦が長靴をはいて、本が
読みたくて 1 月待っていられませんと、あの雪の中
をいらっしゃいました。そして、日曜も深い雪を踏み
しめて 35 組の方たちが友達や、親子連れで来てく
ださいました。嬉しいやらびっくりするやら。◆ 左
腕に始まって右腕まで、四六時中肩から指先まで痛
みが走ります。目、耳から整形まで大嫌いな病院通い
が続いています。子どもの本の関係者を見回すと、み
なさん大先輩で元気に全国を回っていらっしゃるの
に、我ながら不甲斐なし。◆『アンネの日記』騒動も
一段落したようですが、不可解な行動をとる人もい
るのですね、と言って済ませられる話ではないので
すが…◆文庫の本もおかげさまで、どんどん増える
一方で、あまり読まれないものは、間引きしてどこか
に保存しましょう、と話しあいながら、そのしまう場
所、そのための整理方法をじっくり考える時間がな
くて。新刊は、特に読み物はできうる限りせっせと入
れていますが、古い、かつて青春時代にななめ読み

をした本たちを、時には、棚から引っ張り出して再
読なさってみては如何でしょうか？◆「ぞうさん」
「やぎさんゆうびん」などでどなたもご存知の詩
人、まど・みちおさんが 104 歳で逝去。たくさん
詩集がありますが、『まど・みちお人生処方詩集』
を入れました。改めてまどさんの大きなやさしい
宇宙を覗いてみませんか。◆あの 3.11 からもう
3 年が過ぎました。どんな形にせよ、支援を続けて
いくことが大切です。◆朝、快晴と思っていたら空
一面黒雲が立ち込めて雨が降り出しそう。あした
天気になあ～れ 3/１４（西村）

くれないの梅ちるなべに故郷（ふるさと）に
つくしつみにし春し思ほゆ（正岡子規)
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✿今年の開館スケジュール✿
◆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 月はロング 15 日(土)～20 日(水)
◆9 月は通常 20 日(土) 21 日(日)
◆10 月は変則 25 日(土)26 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(日曜 10:30 から)「子
どものための小さなおはなし会」❤

✿おはなし沙羅の勉強会✿
毎月開館日(土) 11：00～13：00

つくしんぼ
こんなところでまってたの？
みんながくるのをまってたの？
つんつんつんつん つくしんぼ
おそいなーってまってたの？
せいのびしながら まってたの？
つんつんつんつん つくしんぼ
まど・みちお 詩

I ちゃん H ちゃん姉妹のお雛かざり

沙羅の樹文庫 大室高原７－１２２
０５５７－５１－３７３７
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２月に文庫に新しく入った大人の本
文学作品ほか単行本
『約束の海』（山崎豊子著 新潮社 14）ID15519
『先生のお庭番』（朝井まかて著 徳間書店 12）
ID15518 『注文の多い注文書』(小川洋子著 筑
摩書房 14) ID15517 『雨の背中』(中場利一著
光文社 11) ID15516 『長女たち』
（篠田節子
著
麦著

新潮社 14）ID15515

『渡良瀬』
（佐伯一

岩波書店 13）ID15514 『怒り上・下』

（吉田修一著

中央公論新社 14）ID15551、52

※人はどこで繋がっているかわからない…。おすすめ。

『ディア・ライフ』（アリス・マンロー著 新潮社
13）ID15520
『イエロー・バード』
（ケヴィン・
パワーズ著 早川書房 13）ID15521
『兵士た
ちの肉体』(パオロ・ジョルダーノ著 早川書房 13)
ID15522
『隔離の島』
（ル・クレジオ著 筑
摩書房 13）ID15523
『地図と領土』
（ミシ
ェル・ウェルベック著 筑摩書房 13）ID15524
『まど・みちお人生処方詩集』（まどみちお著 平
凡社 12）ID15542
『木下杢太郎を読む日』
（岡井隆著 幻戯書房 14）ID15527
『ヘ
ンリー・ミラーの八人目の妻』（ホキ徳田著 水声
社 13）ID15544
『斧・熊・ロッキー山
脈』（クリスティーン・バイル著 築地書館 13）
ID15525
『わたしはマララ』（マララ・ユス
フザイ著 学研パブリッシング 13）ID15539
『作家の履歴書』
（阿川佐和子ほか著 角川書店
14）ID15541
『芥川賞・直木賞 150 回全記
録』（文藝春秋編・刊 14）ID15528
『伝え
残したい童謡の謎』
（合田道人著 祥伝社 14）
ID15526 『食彩の文学事典』(重金敦之著 講談
社 14) ID15543
新書
『辞書に載る言葉はどこから探してくるのか？』
(飯間浩明著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

13)ID15532
『老いの歌』
（小高賢著 岩波
新書 11）ID15533
『四季のうた』
（長谷川
櫂著 中公新書 14）ID15534
『日本人の度量』(姜尚中ほか著 講談社新書
14) ID15535
『ウィーン楽友協会二〇〇年
の輝き』
（オットー・ビーバ／イングリード・フッ
クス著 集英社新書 13）ID15536
『ああ面白かったと言って死にたい』
（佐藤愛子著
海竜社 14）ID15537
『そもそもこの世を生
きるとは』
（佐藤愛子著 海竜社 14）ID15538
『魂をゆさぶる歌に出会う』
（ウェルズ惠子著 岩波
ジュニア新書 14）ID15540
文庫
『いつまでもショパン』
（中山七里著 宝島社文庫
14）ID15529
『古書店主』
（マーク・プラ
イヤー著 早川書房 14）ID15530
『ぺガ
ーナの神々』
（ロード・ダンセイニ著 ハヤカワ文
庫 1979）ID15531
✿
✿
✿
✿
✿
✿
朝日の「ニュースの本棚（震災と文学）」（寄稿：文芸
評論家・市川真人）にリストアップされていた本で
文庫にあるもの

『想像ラジオ』
『ヤマネコ・ドーム』
『馬たちよ、それでも光
は無垢で』
『絵本銀河鉄道の夜』
★ ★中西さんが手に入れて
★ くれましたリスト『本の力巡
回展』展示リスト(キハラ
作成)あります。
ご覧になりたい方、スタッフまで。

2014 年 3 月に読んだ本についての感想
（by 森林浴さん）は、お休みです。
4 月をお楽しみに！
♡おなじみ森林浴さんこと、奥野さんが伊豆朝日新
聞（月 1）に「ベンチャー交遊録」を掲載中です♡
寄贈していただきました。
ありがとうございます。
単行本：
『防壁』(真保裕一著 講談社)ID15576
『６時間後に君は死ぬ』(高野和明著 講談社)
ID15575
『夢の島』(大沢在昌著 双葉社)ID15574
『密売人』(佐々木譲著 角川春樹事務所)ID155
73
『海は涸いていた』(白川道著 新潮社)
ID15572 ★この本おすすめだそうです。
『冬芽の人』(大沢在昌著 新潮社) ID15576
※以上 N さんから。
『国難―政治に幻想はいらない』(石破茂著 新
潮社 12) ID15569※N 氏から。
文庫本：
大沢在昌著 7 冊：
『流れ星の冬』(双葉文庫) ID15557 『東京
騎士団』(徳間文庫) ID15558 『氷の森』(講
談社文庫) ID15559 『砂の狩人 上・下』
(幻冬舎文庫) ID15561、ID15562 『闇先案
内人 上・下』(文春文庫) ID15563、15564
佐々木譲著４冊：
『廃墟に乞う』(文春文庫) ID15565
『制服
捜査』(新潮文庫) ID15566『警察庁から来た男』
(ハルキ文庫) ID15567 『巡査の休日』(ハルキ
文庫) ID15568
※以上 N さんご主人から。
『坂道の向こう』(椰月美智子著 講談社文庫)
ID15560 ※M さんから。

✿3 月 3 日はおひな祭り✿

ｗ

子どもホットニュース１

文庫のおともだちが、テレビにでました !
＜美の壺＞（NHKBS）”ひな人形めぐり”（つるし雛）

今月のちょっとおすすめ
『子どもに聞かせる世界の民話』
（実業の日本社）

会員・茶本結海 (対島中 3 年) さん、

4 冊（ID10931～4）が揃いました。
（もともと一冊

「第 48 回伊東オレンジビーチ・マラソン」
（中学

本として出ていましたが、字もずいぶん大きくな

女子の部）で 5 位入賞！ おめでとう💛

って低学年の人たちも自分で読めます。でもでき
たら、夜寝る前に一話ずつでも、親子でいっしょに
読んでください。CD 付ですので、聞いてみたい人

読んでみよう、調べてみよう！

は声をかけてください。別置していますので。
『子どもに語るアラビアンナイト』（こぐま社）

この間、東京の小学校 1 年のクラスの朝の読み聞かせ
で、
『おさかないちば』
（加藤休ミ作 講談社１３）を読
みました。お寿司屋さんでみた貝の実物が知りたくて、
お寿司屋の大将とおさかないちばに行った男の子の体
験談です。絵がちょっとレトロでみんなの描く絵に似て
いて、たくさんのお魚や貝などが出てきます。みんな大
喜びで、魚の名前をあてっこしたりしていました。海に
近い君たちはどれだけ知っているかな？

ID10898 は、王様に殺されないように１０００と
１夜、お話を語った王妃様の数々の心ドキドキの
お話集ですが、そのほとんどが、今みんなの知って
いる物語のおおもとになっています。一人で読む
なら中学年以上です。

💛稲取の I さん一家は妹の H ちゃんに、おばあちゃん、
おかあさん、おねえさんが協力して、H ちゃんが元気に
育ちますよう祈りを込めて、こんなつるし雛（下記写真）
を作りました💛

体にちょっと障害があって弱かったため、いじめ

を受け続けた男の子がこの４月、中学生になりま
す。彼を元気づけた俳句、彼が書いた句集が文庫に
あるのを知ってますか？ 読んでみてください。
『ランドセル俳人の五・七・五』
（小林凛作 ブッ

あわせて、同じ作者の『きょうのごはん』
（偕成社）や、
『おすしのさかな』
（ひさかたチャイルド）や『まわるお
すし』
（長谷川義史さく ブロンズ新社）などもおすすめ
です。

★NHK 番組から
撮影させていただ
きました。

クマン社 12）★階段左わきの詩のところ

3 月に文庫に新しくはいった子どもの本
絵本
『おひざでだっこ』（内田麟太郎ぶん 長谷川義史え
童心社 14）ID10887
『このあかいえほんをひら
いたら』
（ジェシー・クラウスマイヤー文 スージー・リ
ー絵 講談社 13）ID10985
読み物
『くもりときどき晴レル』
（岩瀬成子作 理論社 14）
ID10888
『チャーシューの月』
（村中李衣作 小
峰書店 12）ID10889
『レッドデータガール
６』
（荻原規子作 角川スニーカー文庫 14）ID10886
※request
『子どもに聞かせる世界の民話 3、
４』
（矢崎源九郎編 実業之日本社 14）ID10933、
ID10934※おはなしの聴ける CD がついています。本と
いっしょに借りたい方は申し出てください。

『ちいさなちいさな王様』
（アクセル・ハッケ作 講談社
45 刷）ID10890
『ゾウと旅した戦争の冬』
（マ
イケル・モーバーゴ作 徳間書店 13）ID10773
『父さんの手紙はぜんぶおぼえた』(タミ・シェム＝トブ
作 岩波書店 11)※request
♡みんなのすきな本♡
『よるくま』(酒井駒子作 偕成社)
『まどからおくりもの』(五味太郎さく 偕成社)
『アンパンマンとばいきんまん』(やなせたかし原作
フレーベル館) 『みつけたよ、ぼくだけのほし』(オ
リヴァー・シェファーズ作 にいるぶっくす) 『か
ぶとむしはどこ?』（松岡達英さく 福音館書店）
『ことばのこばこ』(和田誠作 瑞雲舎)
『ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん!』
『ウォー
リーのふしぎなたび』
『ウォーリーをおえ! タイムト
ラベラー』
『ウォーリーのおもあしろゲームブック』
(マーティン・ハンドフォード作 フレーベル館)
『I spy ミッケ!』
『I spy５ ミッケ!ファンタジー』
『I
spy７ミッケ!たからじま』(小学館)
Y くん他からいただきました!

広瀬さんにいただいた続きです。
ノンフィクション
『大きな生きもの NO. 1』
（NHK あにまるワンダ～制
作班編 新日本出版社 2013）ID 1099０
『ぼくたちいそはまたんていだん』(三輪一雄作絵 松岡
芳英写真 偕成社 13) ID 10988
『ミッショ
ン１００ オゥ・ローラひめとドラゴロリン』(かひろだ
エマ作絵 ポプラ社 13) ID 10991
『戦火と死の
島に生きるー太平洋戦・サイパン島全滅の記録』(菅野静
子作 偕成社 改訂版 13) ID 10975 『神谷美恵子
―ハンセン病と歩んだ命の道程』(大谷美和子著 くもん
出版 12) ID 10979 『モンスターと呼ばれたリンゴ
ふじ』(小泉光久著 汐文社 13) ID 109８６
読み物
低～中学年：
『かいけつゾロリのまほうのランプ～ッ』(原
ゆたかさく・え ポプラ社 13) ID 10958
『クレヨンマジック』(舟崎克彦作 すずき出版 13) ID
10957
『ひいきにかんぱい!』
（宮川ひろ作
童心社 13）ID 1096０
『すすめ!近藤くん』
(最上一平作 WAVE 出版 13) ID 10959
『プケコの日記』(サリー・サットン作 文研出版 13)
ID 1097０
『ペットショップはぼくにおまかせ』
(ヒルケ・ローゼンボーム作 徳間書店 11) ID 10971
高学年：
『教室-消えない虹』(真田コジマ作 金の星社
11) ID 10962
『バク夢姫のご学友』(柏葉幸子
作 12) ID 10964
『坊ちゃん』(夏目漱石作
後路好章編 角川つばさ文庫 13) ID 10972
『少年弁護士セオの事件簿１ なぞの目撃者』(ジョン・グ
リシャム作 岩崎書店 11)ID 10966
『パパのメー
ルはラブレター！?』(メアリー・アマート作 徳間書店 11)
ID 10969
『魔法がくれた時間』(トビー・ホワー
ド作 金の星社 12) ID 10967
『薔薇と茨の搭
上(エリアナンの魔女５)』
（ケイト・フォーサイス作 徳間
書店 11）ID 10968

季節の手遊びうた
みんなこんなのしってるかな？

ずくぼんじょ
ずくぼんじょ ずくぼんじょ
ずっきんかぶって出てこらさい
ずくぼんじょずくぼんじょ
はかまはいて出てこらさい
つくしんぼつくしんぼ
春になったらでてこらさい ポッ
💛ずくぼんじょはつくしんぼのこと。今月の文庫便りの表
紙に写真があります。まどさんの詩といっしょにおぼえて
ね💛
つくしって漢字で「土筆」って書くのしってた？
なるほど、土の中からにょきっと出てきた筆のようだね！
つくしは春の七草のスギナの根から出てくるんですって。
調べてみ
てね！今頃になると、大人は、ちょっと苦いけど、庭や野に出るふ
きのとうや、たらのめの天ぷらが食べたくなります。

さ・らおばさんの好きなうた
やぎさん ゆうびん
しろやぎさんから おてがみ ついた
くろやぎさんたら よまずに たべた
しかたがないので おてがみ かいた
―さっきの おてがみ
ごようじ なあに
くろやぎさんから おてがみ ついた
しろやぎさんたら よまずに たべた
しかたがないので おてがみ かいた
―さっきの おてがみ
ごようじ なあに
まど・みちお作詩

