文庫あれこれ◆6 月１日の日経から。
「リーダーの
本棚」
（大原美術館館長、高階秀爾氏）の中に『逝
/ きし世の面影』
昨日 （渡辺京二著）あり、同著者の新刊
2009文庫クリスマス.
『幻影の明治』今月入荷。そして、ビジネス書ラン
docx
キング３位に『嫌われる勇気』
（岸見一郎、古賀史
健著）、この本は６月８日付けでは第１位。文庫に
あります。読んでみてください。◆６月８日「歌壇」
の中から。<真直ぐに行けば海です迷っても真直ぐ
行けばいつか海です〉
（佐賀：副島氏）。この歌を見
て、私の好きな児童文学作家の「あの坂をのぼれ
ば」
（杉みき子作『小さな町の風景』より）を思い
出しました。胸が詰まった時、少年は海を見たい
と、幼い時、寝物語に祖母が言っていた「家の後ろ
の山を越えれば海が見える」ということばを信じ
て、歩きつづける。山ひとつ、ふたつ、みっつ越え
ても海は見えない、諦めかけた時、カモメが少年を
先導するかのように大きく羽ばたいて飛んでゆ
く!・・・。◆こいのぼりは端午の節句に飾るもので
すが、漢字で鯉幟の字も謂れも知りませんでした。
５月の文庫の読みきかせに I さんが、紙芝居でこい
のぼりの成り立ちを描いた紙芝居を見せてくれ
て、昔、武士の家では、端午の節句に、子どもの元
気な成長を願って家紋のついた幟(旗)を立てたと
いうこと。町屋の子どもが、それを羨むのを見て、
ある商人が考案したのが、鯉幟だとか。浅学な私
は、鯉（の滝）上りだとずっと想像していました。
◆今日(12 日)芦花小学校におはなしに行き、世田
谷文学館を横目で通ったら、≪茨木のり子展≫を
やっていました。文庫に来て調べたら、今日が氏の
祥月命日 (義父も同日で縁あり?)それで茨木さん
の詩「六月」を載せてみました。ちなみに 6 月の
色は緑青色だとか。◆姫沙羅の小さな花が地面い
っぱいこぼれています。文庫の今月の花は紫陽花。
ぼんぼりのようにまあるい大きなアナベル(去年よ
り小ぶり)と額アジサイが咲いています。◆この年
になって体の部分品を痛めてはじめて、自分の周
りのご不自由な人に目が行きます。よくぞ、頑張っ
ていらっしゃると畏敬の念を抱きます。今月末に
腱板断裂の手術をします。出産以来の入院、ちょっ
と嬉しかったり?!でもあとのリハビリが大変そう
です。しばらくご迷惑かけます。◆早い梅雨、豪雨、
暑かったり寒かったり。ご自愛ください。（西村）

✿
✿✿✿
✿✿
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✿今年の開館スケジュル✿
◆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 日は開館記念子どものための
おはなし会
◆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)
◆11 月は通常 15 日(土)16 日(日)
◆12 月は通常 20 日(土)21 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
✿
✿✿✿
✿✿

岩崎書店刊

六月
茨木 のり子
どこかに美しい村はないか
一日の仕事の終わりには一杯の
黒ビール
鍬を立てかけ 籠をおき
男も女も大きなジョッキを
かたむける
どこかに美しい街はないか
食べられる実をつけた街路樹が
どこまでも続き
すみれいろした夕暮れは
若者のやさしいさざめきで
満ち満ちる

6.13 伊豆七島・利島と新島（手前右は文庫の姫沙羅）

沙羅の樹文庫 大室高原７－１２２
０５５７－５１－３７３７

どこかに美しい人と人の力は
ないか
同じ時代をともに生きる
したしさとおかしさと
そうして怒りが
鋭い力となって たちあらわれる

2014 年 6 月に読んだ本についての感想
By

森林浴

ない。愛国心は近代に生まれた迷妄であると確信して

っていました。

いる』と言っている。

佐渡裕著「僕はいかにして指揮者になったのか」（はま

『黒田 官兵衛』 菊池寛ほか６人著 末国善己

の出版・1995.07 刊）

菊池寛・鷲尾雨工・坂口安吾・海音寺潮五郎・武者小路

『日本の起源』 東島誠・与那覇潤 著
出版 刊 ２０１３年１１月第４刷 発行

実篤・池波正太郎など６人の作家が黒田官兵衛を主題

東島氏 48 歳、与那覇氏 35 歳、若き歴史学者二人が

の司会を佐渡裕がやっています。クラシックの垣根を低

にして書いた小説を並べた本。官兵衛の前半生を、フィ

「スリリングなライブ感のなかで議論した」「問題史」であ

くしたいという様々な試みが受けています。邦楽や、ラ

クションを交えて中心にした鷲尾雨工の小説が一番長

り、実に新鮮で刺激的な本。日本史もこういう学者の言

テンや、演歌など違うジャンルの人が来て共演します。

いが、次に長い坂口安吾の「二流の人」が如水の晩年

説を追ってゆくとわくわくするほど面白い。例えば天皇

とても面白いことをやってのけます。私もあれもこれも

を批判的に書いていて面白い。要するに黒田官兵衛オ

制はどこから始まったのか。最近の歴史学では現在の

楽しければいいと思っています。この本の中でも、自由

ムニバスですね。

ような血縁継承・世襲王権は継体「大王」の時代に形成

に音楽を楽しめばいいと言ってくれます。

編

作品社発行 ２０１３年９月 第１版

太田

50 年続いているというテレビ番組「題名のない音楽
会」を私も楽しんでいるくちですが、3 年くらい前から、そ

されて、推古天皇（女帝）が天皇制のスタートということ

『物語 朝鮮王朝の滅亡』 金重明 著
新書 ２０１４年１月 第３刷

岩波

になる、という。天皇第１号は女帝だったとはね！（因み
にそれ以前の「天皇」はその時代の大物権力者 つまり

1392 年に朝鮮で李王朝がはじまり、1910 年に日本の

大王ではあったが、「天皇」ではなかった、とされる。）

植民地になって（韓国併合）王朝は終末を迎えた。日本

これは返すのが惜しい、買って持っていたい本の一つ

の徳川幕府の治世が約 300 年続いたのに対しこちらは

か。

の連続であり、また、最後は帝国主義・最終ランナー日

すめの曲がのっています。
中澤宗幸著「いのちのヴァイオリンー森からの贈り物」
（ポプラ社・2012.12 刊）
この人には「ヴァイオリンドクター」という肩書がつい
ています。日本にこんな素晴らしい人がいることを初め

約 500 年以上持った計算になる。韓ドラを見ているとわ
かるが、この 500 年は殺し合い・騙し合い・裏切り・謀反

誰かを愛した時に聴きたい曲、落ち込んだ時におす

て知りました。林業従事者の父親が、夕食後にヴァイオ

わたしのおすすめ

2014 年 6 月

リンを弾いてふるさとなどを歌ってくれた家。その父親

３月にテレビで水戸での小澤征爾の演奏を聴き、次

に教えてもらって、8 歳でヴァイオリンを作ったこと。中

回の定期演奏会が 5 月にあることを知って、すぐに「行

学 3 年間、夏休みの宿題にヴァイオリンを作ったこと。

きたいなぁ」と思いました。今まで「宇野重吉」や「大滝

いいヴァイオリンを作るためにはいい木が必要なこと。

秀治」など、みたいなぁと思っているうちに、亡くなってし

世界中からこの人にヴァイオリンの修理を依頼してくる

まったという苦い経験が何度かあります。すぐに、「一緒

こと。東日本大震災の時の瓦礫（これは瓦礫ではなく、

に水戸に行きたい人？」と呼びかけ、友の会の手続き

人々が暮らした生活用品だと）でヴァイオリンをつくった

をとり、売り出しの日に電話をかけまくって、チケット 4

こと。

思われる点がないとは言えないが、最後まで面白く読

枚ゲットしました。そして東京駅から高速バスに乗って

お父さんが言ってくれたことは、「お金は大事。でもお金

ませる。例の竹島問題もちゃんとでてきます。著者は在

水戸に出かけ、すばらしい演奏を聴いてきました。

に振り回される人間にはなるな」「生きるっていうことは

本の植民地となって哀れな最後を迎える。日本のもと
岡崎元駐タイ国大使がいう通り、「東アジアで他国に占
領されるばかりで、ついに他国に攻め込んだことのない
唯一の国・朝鮮」の悲しい歴史だ。個人的には最後を
飾る謎の美女・閔妃（みんぴ）の悲劇にも興味があった。
著者は小説家であり、歴史書としてはちょっとどうか、と

日二世だが、『わたしには「愛国心」なるものはかけらも

そんなことがあって、今回の本は音楽関係を手に取

美しいもの。」だった。すばらしいお父さんですよね。

若葉のころのおはなし会を味わう
🌸文庫のおはなし会、大好きです🌸
内山 洋子
人の声で伝わるものの「大きさ」にいつも
感動しています。みなさんの語り口は、素晴
らしく 2 時間あまりの時間もあっというに
過ぎ、緑そよぐ夕暮れにはじまり、終わった
ら真っ暗になっている事に気づきました。
その中でニ、三、感想を書いてみます。
☽「夜のくだものや」のお話は心があたたま
り、そのやさしさが伝わってきました。
合唱部の練習で暗くなってから帰宅する
少女。家までの道のりがさびしいので練習
している歌をうたいながら帰る少女をそっ
と店の灯りをつけて見守ることで、自分た
ちもいっぱい幸福をもらっている老夫婦の
笑顔が見えてきました。
そして、ある時、その少女がくだもの屋さ
んの前を通ったら、あの合唱曲のハミング
が聞こえ、少女は顔も胸もポッと熱くなっ
たみたいで、思わずアルトパートを歌いま
す。まあ、すてきな一瞬と思い、私も胸が熱
くなりました。その少女になって私もアル
トパートを歌っている気分になってしまい
ました。そして、語っている森川さんも少女
のようになってとても可愛らしかったです。
☽「河津七滝（ななだる）」のお話は、ちょう
どこの前日に、天城峠から八丁池への散策
に行き、輝く緑の中にぽっかり静かに光る

２０１４．５．１７
池を見てきたばかりでしたので、その余韻
の中でこのお話を聴いてちょっとびっくり
した気分になりました。
その昔、万三郎（天狗）とその若く美しい
女房が池のほとりで暮らしていましたが、
おそろしい七つの首をもった大蛇に困り果
て、樽酒を飲ませ酔っぱらったすきに退治
したそうです。その後、大蛇は七つの滝にな
って流れているなんて、やっぱり昔の人は
すばらしい想像力をもって、空や水を見て
暮らしていたんだなあと、またまた感心し
ました。
☽「春風が運んでくる人生の物語」の朗読で
は、宮迫千鶴さんはもういない人だけれど
も、この伊豆高原の風の中、どこかで暮らし
ているように伝わってきました。
「みんなこ
こで、あなたのように暮らしを楽しんでい
ますからご安心下さいね！」と言いたくな
りました。吉川さんの声と語りが口それを
私に伝えてくれました。
それにしても宮迫さんは 50 代で人生の
午後を楽しんでいたから、
早く逝ってしまったのか
しら…。50 代でもう老成
しているような文章でし
た。そんなふうに思うと、
ちょっと心が痛くなりました。
また次のおはなし会を楽しみに待っています。

★にのみやおはなしの会の方々を聞いて★
吉川 仲子
大人も子どもも「おはなし」の好きな人な
ら誰でも、上手に物語られるお話を聴く「心
地良さ」をよくご存じのことでしょう。今回
のゲストの方々もまた、この「心地良さ」を、
深く味わわせて下さいました。聞き手の中
に人や風景のイメージが生き生きと立ち上
がってくるのも、お話をすっかりご自分の
ものにされている話し手の豊かな経験がも
たらすものに違いありません。
杉村久子さんの「白い石のカヌー」、少し
音量をおさえたお声が、この世ならぬ、あの
世の透明感を伝え、善波友子さんの「先に怒
ったものが負け」、明るくてテンポのよいお
話し振りが、この繰り返しのお話のおかし
さを増幅させていました。杉村史朗さんの
「梅津忠兵衛」、薄暗く灯りを落とす演出で
小泉八雲の怪奇の世界を聞かせてください
ました。男性のお声ならではと思いました。
素晴らしい一刻でした。
おはなし会（文庫で
はマイナー？）に感
想を 寄せていただ
きました。内山さん
は聴き手として、吉
川さんはご自分も
語り手として、感じ
たことをお寄せくだ
さいました。頑張っ
ておぼえた語り手
の一人として感謝
です。（さ・ら）

６月の庭・紫陽花

6 月に入った子どもの本
絵本：
『あかいえのぐ』
（エドワード・アーティ
ゾ ー ニ 作 津 森 優 子 訳 瑞 雲 舎 14 ）
ID11174
『ライオンのひみつ』
（マーガレ
ット・ワイルド文 リトバ・ボウティラ絵 木
坂涼訳 国土社 14）ID1117５
『ソフィ
ーのやさいばたけ』(ゲルダ・ミューラー作 ふ
しみみさを訳 BL 出版 14) ID1117６
『ことりをすきになった山』（カール絵 マク
レーラン文 偕成社 13(34 刷)）ID11172※
寄贈
『もりのおきゃくさま』
（ブリントン・
タークル作 こぐま社 13）※みんなのよく知
ってる『さんびきのくま』のさかさまのお話
『あめあめぱらん』（木坂涼文 松成真理
子絵 のら書店 14）ID11167
読み物：
『みんなの世界(岩波子どもの本)』(マ
ンロー・リーフ文・え 光吉夏弥訳 岩波書店
13(25 刷)) ID11171
『メリサンド姫—
むてきの算数!』(E・ネズビット作 灰島かり
訳 小峰書店 14) ID11168
『おおきな
木』
（シェル・シルヴァスタイン作 村上春樹
訳 あすなろ書房 10）ID11166
『マチ
ルダばあやといたずらきょうだい』（C.ブラン
ド作 E.アーディゾーニ絵 こだまともこ訳
あすなろ書房 08）
『山のトムさんほか一篇（福音館文庫）』 (石
井桃子作 福音館書店 11) ID11170 『メ
ランコリー・サガ(モールランド・ストーリー
１ ) 』 ( ひ こ ・ 田 中 作 福 音 館 書 店 14)
ID11169
『小学生までに読んでおきたい文学①おかし
な話』ID11158『小学生までに読んでおきた
い文学③こわい話』ID11157『小学生までに

読んでおきたい文学⑥すごい話』ID11159
（松田哲夫編 あすなろ書房 1１3）
『中
学生までに読んでおきたい文学③おかしい話』
ID11160『中学生までに読んでおきたい文学
⑩ふしぎな話』ID11161『中学生までに読ん
でおきたい文学⑧こわい話』ID11162（松田
哲夫編 あすなろ書房 13）

🌸広瀬おばさんからあらたにの第 1 弾
低中学年向き読み物：『フィーフィーのすてき
な夏休み（チュウチュウ通りのゆかいななかま
たち３番地）』
『セーラーと宝の地図（チュウチ
ュウ通りのゆかいななかまたち９番地）』
（エミ
リー・ロッダ作 さくまゆみこ訳 たしろちさ
と絵 あすなろ書房 10～11）
『おいしい
ケーキはミステリー』（A.M.スミス作 もりう
ちすみこ訳 あかね書房 13）
『うちはお
人形の修理屋さん』
『お人形屋さんに来たネコ』
（ヨナ・Z.マクドノー作 おびかゆうこ訳 徳
間書店 13）
『マウとバウの新しい家』
（テ
ィモ・バルヴェラ作 末延弘子訳 文研出版
14）
『ふたりは世界一』
（アンドレス・バ
ルバ作 宇野和美訳 偕成社 14）
『アン
ガスとセイディー～農場の子犬物語～』（シン
シア・ヴォイト作 陶浪亜希訳 小峰書店 11）
『はじめての北欧神話』（菱木晃子文
ナカムラジン絵 徳間書店 14）

6 月に入った大人の本
『 眠 る 魚 』（ 坂 東 眞 砂 子 著 集 英 社 14 ）
ID15696※リクエスト
『太陽の棘』
（原田
マハ著 文藝春秋 14）ID15697
『貘の

檻』（道尾秀介著 新潮社 14）15711
『妙なるテンポ』（ヴァレリー・アファナシェ
フ著 田村恵子編・訳 未知谷 14）ID15698
『この世の富』（イレーヌ・ネミロフスキ
ー著 芝盛行訳 未知谷 14）1571２
『ある奴隷少女に起こった出来事』（ハリエッ
ト・アン・ジェイコブス著 掘越ゆき訳 大和
書房 14）ID15699※リクエスト
『ソボちゃん』（有吉玉青著 平凡社 14）
ID15700
『女のきっぷ』
（森まゆみ著 岩
波書店 14）15713
『おいしそうな草』
（蜂飼耳著 岩波書店 14）
『死ぬふりだ
けでやめとけや』
（谺雄二著 みすず書房 14）
『杜甫のユーモアずっこけ孔子』（興膳宏
著 岩波書店 14）ID15701
『幻影の明
治』（渡部京二著 平凡社 14）ID15702
『南方熊楠の見た夢』（唐澤太輔著 勉誠出版
14）ID15716
『ユダ』
（竹下節子著 中
央公論新社 14）ID15717
『絵本の読みあいからみえてくるもの』（村中
李衣著 ぶどう社）ID15703
『こころの
ほつれ、なおし屋さん』（村中李衣著 クレヨ
ンハウス）ID15704
『子どもと絵本を読
みあう』（村中李衣著 ぶどう社）ID15705
『丸ごと美味しい幸福のつくりかた』（村中李
衣著 クレヨンハウス）ID15706
『絵本は語る—はじまりは図書館から』『3・
11 を心に刻むブックガイド』（草谷桂子著
子どもの未来社 13）ID15707～ID1570８
『比較の中の改憲論（岩波新書）』
（辻村み
よ子著 14）ID15709
『子どもの貧困Ⅱ
（岩波新書）』（阿部彩著 14）ID15710

