文庫あれこれ◆6 月 22 日の歌壇から：六月の夜
風書を読む我に添ひ(山口昌志氏) ◆各地に被害

/ ：

昨日

2009文庫クリスマス.
をもたらした台風 8 号も去り、9 号はずれる？ほ
docx
っ。でも今週も晴れ間は水曜までで週末は曇り？

週末の催し(20 日の海の日のおはなし会と翌、海
の日の開館記念子どものためのおはなし会)雨なし
でありますよう。◆6 月２６日付けの朝日「声」

欄に、74 歳の老女？が運転力の衰えを感じ、免
許更新に迷い、でも田舎に住んでいると車は生
活の手段、決心してあと 3 年、安全運転を胆に
命じ更新したという記事。これを読んで、夕方
文庫のおはなし会に来てくださらない、という
問題どころではなく、会員の多くのみなさんが、
あと数年もすれば、この投稿者と同年くらい？
文庫にも来られなくなる？◆スタッフの M さん
が最高齢の I さんに毎月本を運んでいるように、
みなさんに本のデリバリー&引き取りが必要に
なるのでしょうか。それでも本の世界を楽しん
でほしいとも思うのではありますが。まあ、そ
の前に１０周年を元気で迎えたいものです。◆
左肩腱板断裂の手術のため、6 月終わりから、2
週間入院していました。手術後も肩の痛みはとれ
ず、一時は左手が使えなくなるのではと気弱にな
りましたが、装具で固定(60 日)と、痛いリハビリ
を頑張って一日も早く両手を振り回したいもので
す。温泉が効くようです。◆文庫だよりに手をつ
けました。片手なので思うようにはかどりません
が。今日 14 日帰京してまた週後半やってきます。
◆今月の姫沙羅の木は、花も散って今度は実をつ
ける準備をしているようです。◆いつも新しく入
る本のブッカーをかけてくれる O さんが、見込ま
れて、ブラジルへ竹細工の手ほどき他で民間親善
として数ヶ月お出かけです。そのあいだの新刊本
はラミネートコートなしです。どうぞ、本を大切
に扱ってください。◆葛の花は秋の季語のようで
すが、とても素敵な詩をみつけたので、ご披露。
（西
村）

ぢぢいとばばあが
だまって湯にはひっている
山の湯のくずの花
山の湯のくずの花
（田中冬二）
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✿今年の開館スケジュル✿
◆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

✿
✿✿✿
✿✿✿

西
村
書
店
刊

かなしみ
あの青い空の波の音が聞こえる
あたりに
何かとんでもないおとし物を
僕はしてきてしまったらしい
透明な過去の駅で
遺失物係りの前に立ったら
僕は余計に悲しくなってしまった
谷川俊太郎作
(『空の青さをみつめていると』角川文庫より)

優良駐車にご協力ください。
この季節、特に車の通りが激しくなります。
ルールを守って、駐車にお気をつけください。

沙羅の樹文庫 大室高原７－１２２
０５５７－５１－３７３７

海、山、温泉・・・、突然、人々の熱気に
さんざめく季節、そして、あっという間に、
だあれもいなくなる夏が、やってきました。
日々の暮らしの中で、ふと心躍るとき。今
年の夏は何を残していくのでしょうか。
喜びでありますよう★

2014 年 7 月に読んだ本についての感想

ありませんか。第一にいま「シナ」といってもいけない
雰囲気がある（現在堂々と政治の場で「シナ」と発言

201４年

７月 17 日

By 森林浴

するのは石原慎太郎氏くらいでしょう。面白いのは、

『一神教と国家―イスラーム、キリスト教、ユダ

今パソコン入力でも、「シナ」と入れて「支那」は出て

ヤ教 』 内田 樹・中田考著
４．２ 第１版

こないのである。）内藤湖南なんて、名前だけは知っ

集英社刊 ２０１

てはいたが、読んだことはなかった。いま中国にどう

内田 樹はユダヤの哲学者レヴィナスを師としている。

対峙したらよいのかを考えさせられる毎日であり、こ

現在広く人気の学者・論客であり、中田 考は日本に

ういう明治時代の本から勉強しなければ、と思って読

は珍しいイスラーム法学・神学を専攻する哲学者で、

み始めたのですが。いや参ったのは小さな活字でぎ

自身がイスラーム教徒である。この二人が対話。世

っしり印刷された文庫本であること。

界の一神教の３大宗教のうち日本人には一番わかり

「支那論」と「新支那論」に分かれています。最後にあ

にくいイスラーム教を中心に、それぞれがどんな宗教

る与那覇潤による素晴らしい「解説」―「革命と背信

かを説明している。内田は全体像をうまくまとめつつ、

のあいだー『同病相憐れむアジア主義』の預言書」－

ちょっと宗教問題を離れて現在の米国中心の「グロ

で、なんとか内藤湖南の位置が掴めたような気がし

ーバリズム」に対抗すべき国民国家主義を主張した

ました。やはり６月の読書感想でも書きましたが与那

りもするが、中田は現状のごとく混乱し分裂するイス

覇潤という人、これは今から大きく伸びる人でしょう

ラーム世界を再興するには遊牧民の発明したカリフ

ね。

制（イスラーム法を代行する神の代行人が権力を持
つ制度）を導入しなければならぬと主張する。がしか
し、私にはここではまだカリフ制の導入が可能なのか、
有効なのかはよくわからないし、第一、正直言ってイ
スラーム自体がまだまだよくわかりません。（地球上
にこんな信仰を持ちこんだ預言者ムハンマドには「余
計なことをやってくれたね」と言いたくなる時がありま
すね。）

『支那論』 内藤湖南著

『天才・菊池寛』 文芸春秋編・刊（文春学芸ライ
ブラリー） 2013．10 第１版
菊池寛は文藝春秋社の創業者であり、雑誌「文芸春
秋」を始めた実務家でもある。著述家としても実業家
としても成功した稀な人物。彼と接触のあった多方面
の人物が披露する菊池寛の愉快な性癖・行動が山と
集められていて楽しめる。面倒なことで肩が凝ったよ

“伊豆まるごと青空市 with アースデイ伊豆”
7 月 6 日(日)、桜の里で、こんなタイトルの
イベントが開催されました。
文庫の会員でもあるこのイベントの実行委員
長・青木未唐さんから、当日、やってくる子ど
もたちに、絵本の読み聞かせをしてほしいとの
依頼が文庫に寄せられ、文庫のおはなしの勉強
会の仲間、ヤング西村(裕子)さんと私は、絵本と
紙芝居を背負って!? 出かけて行きました。
会場にはすでに、若い人たちと子どもたちが
驚くほど大勢いて、楽しそうに各ブースを廻っ
ていました。裕子さんとは集合時間を決めただ
け、あとはぶっつけ本番。こどもひろばにシー
トを敷き、拍子木を打ちながら“紙芝居の始ま
り、始まり”と声をかけ歩き廻ると、子どもた
ちが集まってきて、一回目、二回目と回を重ね
る毎に、人数も増え、裕子さんと私の息も合っ
てきて、子どもたちのほうから絵本や紙芝居の
リクエストもでたりで、アンコールに応えて回
を重ねました。3 時を過ぎるころには、若い裕
子さん、私を労わり一人で頑張ってくれるシー
ンも。
終わってみて、今回の反省と来年への工夫が
残りましたが、私たちふたりから出た言葉は、
“私たちも楽しかった、ね”でした (森川理恵)
💛森川、ヤング西村、ご両人、ありがとう、ご苦労様で
した。子どもの反応は、私たちの疲れもふっとばす喜び
です。たまには、こんな機会に便乗して、文庫の外へ出
てみましょう(さ・ら)💛

うなときは、この本を読むとよいでしょう。

文芸春秋社刊 （文

春学芸ライブラリー）２０１３．１１ 第２刷
題名・著者名とも「懐かしい！」という印象があるでは

２００１年から、海の日のプレイベントとして毎年、海の日の前日夕方から、伊豆高原駅広場で海の日のおはな
し会を開催しています。今年は雨が心配ですが、これまで、台風も避けて通りました。東京、東北の語り手をは
じめ、この数年は地元の子どもたちも積極的に参加して語ります。涼みがてら、お出かけください。空と海と山
に包まれ楠にわたる風を感じながら、夏の夕べ、ふしぎな世界へご招待します。

7 月に入った子どもの本

＜新刊絵本＞
絵本：
『ももんちゃんし～』（とよたかずひこ作 童
心社 13）ID11177
『へいわってすてき
だね』（安里有生作 長谷川義史絵 ブロンズ
新社）ID11178
『あっ、ひっかかった』
（オリヴァ―・ジェファーズ作絵 徳間書店
14）ID11179
『ちょっとだけまいご』
（ク
リス・ホートン作 ＢＬ出版 13）ID11180
＜読み継がれ絵本・新入庫＞
『スガンさんのやぎ』（ドーデ―作 きしだえ
りこぶん なかたにちよこえ 偕成社 23 刷）
ID11181 『ふゆめがっしょうだん』
（富成忠
夫、茂木透写真 長新太文 福音館書店かがく
のとも絵本 28 刷）ID11182
『おなら』
（長新太文 福音館書店かがくのとも絵本
45 刷）ID11183 『ふしぎなバイオリン』
（クェンティン・ブレイク文絵 岩波書店岩波
子どもの本 11 刷）ID11184 『たんぽぽ』
（平山和子文絵 福音館書店かがくのとも絵
本 46 刷）ID11185 『あな』
（谷川俊太郎作
和田誠画 福音館書店子どものとも絵本 32
刷）ID11186
『ありこのおつかい』
（い
しいももこさく なかがわそうやえ 福音館
書店 46 刷）ID11187 『フレデリック』
（レ
オ・レオ二作 好学社 71 刷）ID11188

＜読み物＞
『けんかにかんぱい!』
『ずるやすみにかんぱ
い!』『わすれんぼうにかんぱい!』(宮川ひろ
作

童心社 11) ID11078～80※request

寄贈本

🌸広瀬おばさんからあらたにの第２弾
(中高学年向き)
読み物：
『最果てのサーガ１，２』(リリアナ・
ボドック作 PHP 研究所 1１) ID111２1～
2
『ぼくとヨシュと水色の空』(ジーグリッ
ト ・ ツ ェ ー フ ェ ル ト 作 徳 間 書 店 12)
ID11125
『いのちの光あふれて』
（ローレ
イ・マクダニエル作 岩崎書店 11）ID11127
『パン屋のこびととハリネズミ』（アニー・シ
ュミット作 徳間書店 13）ID11133
『リ
ックとさまよえる幽霊たち』 (エヴァ・イボッ
トソン作 偕成社 12) ID11119
『秘密
のマシン、アクイラ』(アンドリュー・ノリス
作 あすなろ書房 09) ID11130
『謎の
国からの SOS』
（エミリー・ロッダ作 あすな
ろ書房１3）ID11124
『お母さん取扱い
説明書』(キム・ソンジン作 金の星社
13)ID11129
『ウォーリーアーズⅡ』
（エ
リク・ハンター作 小峰書店 10）ID11126
『だれにも言えない約束』(ジーン・ブッ
カー作 文研出版 13)ID11107
★その他に、日本の創作：『少年探偵団大研究
上・下』ID11115～16
『青い空につなが
った』ID11112
『ゆいはぼくのおねえち
ゃ ん 』 ID11111 『 ひ み つ の ス イ ー ツ 』
ID11108
『幸せの器』ID11113
『夜
はライオン』ID11114
『ふしぎな声のす
る 町 で 』 ID11110
『白瑠璃の輝き』
ID11109
『迷宮ヶ丘七丁目』ID11106
科学読み物：『ホームヘルパー犬ミルキー』
ID11152 『アニメ版釜石の奇跡』ID11150

『赤い卵のひみつ』ID11151 『富士山のふ
しぎ 100』ID11156 『探検!日本の鉱物』
ID11153 『日本の鉄道』ID11154
絵本：『999 ひきのきょうだいのおとうと』
ID11136
『きいてるかいオルタ』
ID11137
『きみがおしえてくれた』
ID11139
『かえるくんどっちがどっち』
ID11140
『とどけみんなの思い』
ID11141
『かめまんねん』ID11142
『じっちょりんとおつきさま』ID11143
『セイウチぼうや』ID11144
『がっこう
にヤギがきた』ID11145
『とんねるくん』
ID11146
『赤ちゃんのわらべうた』ID1
1147
『 さ わ さ わ も み じ 』 ID11148
『あむあむ』ID11149
『ミッション』
ID11155
『ならんでるならんでる』
ID11164
『１ねんずかん』ID11165

以上、いただきました💛

岩波少年文庫が、新た
に 100 冊入りました。
H さま、ありがとうご
ざいました。また、少年
文庫用の本棚も新しく
設置しました。ちょっ
と倒れそうですが、し
っかり留めてありま
す。でもよりかかった
りしないでね。少年文
庫のリストは、少年文
庫の棚の上に置く予定
ですので、それで選ん
で、たくさん読んでく
ださいね。 (さらのき)

岩波少年文庫ひぐち文庫

7 月入った大人の本
<新刊>
読み物：
『窓から逃げた 100 歳老人』
（ヨナス・
ヨナソン 著 柳瀬尚紀訳 西村書店 14）
ID15727
『東京自叙伝』
（奥泉光著 集英
社 14）ID15728※request
『忘れ物が
届 き ま す 』（ 大 崎 梢 著 文 藝 春 秋 14 ）
ID15729
『夢巻』
（田丸雅智著 出版芸術
社 14）ID15730
『王様ゲーム 再生
9.24』（金沢伸明著 双葉社 14）ID15731
※request
『渡部豊子の語り』（日本民話
の会編 悠書館 14）ID15732
エッセー・ノンフィクション：『安倍公房とわ
たし』
（山口果林著 講談社 14）ID15737※
request
『鄙への想い』（田中優子著 清
流出版 14）ID15738
※request
『本
の愉しみ、書棚の悩み』（アン・ファディマン
著 相原真理子訳 草思社 04）ID15739
『日本のまつろわぬ民』（水澤龍樹著 新人物
往来社 11）ID15735
『とりあえず今日
を生き、明日もまた今日を生きよう』（なだい
なだ著 青朋堂 13）ID15736※request
『認知症とわたしたち』（朝日新聞取材班著
朝日新聞出版１4）ID15734
『日の鳥』(こうの史代著 日本文芸社 14)
ID15734※漫画
文庫本：
『短編ベストコレクション 現代の小
説 2014』（日本文藝家協会 徳間文庫）
ID15723
『たったひとつの冴えたやりか
た』（Ｊ・ティプトリー・ジュニア著 ハヤカ
ワ文庫）ID15719
『君も[こくりこ]われ
も[こくりこ]上・下』
（渡辺淳一著 文春文庫）
ID15720～1
『子は親を救うために「心

の病」になる』（高橋和巳著 ちくま文庫）
ID15722
『富岡日記』
（和田英著 ち
くま文庫）ID15741※富岡製糸世界遺産に。
『 お 文の 影 』（ 宮 部 みゆ き 著 角 川文 庫）
ID15740
『ぼくらの七日間戦争』
（宗田理
著 角川文庫）ID15742

今月入った本の中から・・・💛
★こんな話、あり得ない!!★
『窓から逃げ出した 100 歳老人』(表紙は文庫
便り表紙をご覧ください。)をお薦めします。
100 歳の自分の誕生パーティを、市をあげ
て祝ってもらうのが胸糞悪い 100 歳老人のア
ランは、老人ホームのベランダから室内履きの
まま、僅かな所持金をポケットに逃げ出しま
す。どこへ行こうかと、バスを待つ間、ヤクザ
風の兄ちゃんから預かった重そうなキャリー
バッグを、ほんの出来心で頂戴して、彼を乗せ
たバスは発車。さあ、いなくなったアランを探
して、市、警察、そして荷物をとられたヤクザ
の追跡が始まります。行く先々で出会う人達を
巻き込んだ椿事ばかりでなく、若いアランが世
界を股に(自分はまったくその気がないのに)
遭遇した歴史上の人々、フランコ将軍、トルー
マン大統領、宋美齢、江青、等々。まったくあ
り得ない! でも、ひょっと??
とにかく荒唐
無稽のお話ですが、何だかこの 100 歳老人か
らおかし味やら元気やら、まだ 30 歳若い私は、
人生の妙味をもらった気がします。まだこれか
らだぞ!?と東京医療センターのベッドにて思
った次第。そして主人公の幸運?は天運でなく、
ある特技と、彼の無欲かつ旺盛な向学心の結実
みたい、ということでこの大ぼら話納得。爽快
な読後感です。著者はスウェーデン人。(西村)

<寄贈本>
読み物：
『 か り そ め 』（ 渡 辺 淳 一 著 新 潮 社 99 ）
『罪深き海辺』
（大沢在昌著 毎日新聞社 09）
ID15680
『少年 H 上下巻』（妹尾河童
著 講談社 14）ID15694
ノンフィクション：
『ネットでつながることの耐えられない軽さ』
（ 藤 原 智 美 著 文 藝 春 秋 14 ） ID15683
『贅沢の探求』（ピーター・メイル著 94）
ID15688
『ドイツの姑』
（グレーフェ・[あ
や]子著 朝日新聞社 91）ID15691
『戦
後史の正体 1945-2012』（孫崎享著 創元
社 12）ID15682
『貧困にあえぐ国ニッ
ポンと貧困をなくした国スウェーデン』（竹崎
孜著 あけび書房 08）ID15679
『日本
のはしっこへ行ってみた』（吉本由美著 ＮＨ
Ｋ出版 03）ID15689
『遠い国』
（小林紀
晴著 新潮社 02）ID15692
『白洲次郎・
正 子 の 食 卓 』（ 牧 山 桂 子 著 新 潮 社 07 ）
ID15681
『大徳寺聚光院別院襖絵大全
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