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✿今年の開館スケジュル✿ 
◆8月はロング 16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 

❤毎月開館日の日曜 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 

 
お詫び：今月の文庫開始日の日付を
間違えました。１６（(土)でした。 

 

沙羅の樹文庫 大室高原７－１２２ 
０５５７－５１－３７３７ 

 

文庫あれこれ◆立秋すぎてもう１週間。すでにお

盆休みも後半ですが、ここ伊豆高原では、お子さ

んやお孫さんの帰郷 ID やお友だちの訪問で大賑

わいでしょうか。◆当方は、今夏は朝早くからひ

たすらリハビリ通院の毎日で、帰ると疲れて新聞

も読む気になれず世の中がどう動いているか知ら

ずに過ごしました。◆それにしても、自然現象と
はいえ、台風は今年もたくさんの人々の生活を
悲惨にしました。◆今日は終戦記念日。戦争を知

らない人たちに何を如何に伝えられるか。先日、

町田で「語りの世界から平和を考える」をテーマ

におはなし会がありました。残念ながら聴き手は

ほとんど大人でしたが、様々なおはなしからせつ

せつと伝わってくる平和の大切さありがたさを子

どもにも心で感じ受けとめてほしいと思いまし

た。◆2 か月もリハビリに通っていると、おなじ

みができます。私より 2 週間まえに同じように肩

を手術した人の練習をみて、ああいいな、あんな

に手が伸びている、私もあと少ししたら、あの訓

練ができるようになるかしら、と目標や励みにな

ります。◆また、入院中の老女に訓練士が何か言

っています。何々さん、この間まで一人でトイレ

にいけたでしょ。お家に帰ったらなるべく一人で

何でもやりたいでしょう。すると老女はうちに帰

るんじゃない、もうなにもかもいや、いや、いや。

何もしない。施設の人がやってくれるんだから。

それをなだめすかす訓練士さん、…２日後にあっ

た老女は洋服の着替えをひとりでできていました

♡。◆今まで健康を誇ってきた私でしたが、この

腱板断裂という体験も 70 の坂を歩むためには必

要な警鐘のひとつだったと思い、がむしゃらをや

めて少しゆっくりできることをやっていこう、と

思います。おかげさまで、装具を外すことが許さ

れました。左手は重くだるく力が入らずまだ使い

物になりませんが、日ごとにできることが増えて

いるように思えます。今月の文庫はお掃除も行き

届きませんが、20 日までたっぷりあります。土日

を外すと静かだと思います。何度でもいらして、

ごゆるりと本棚を探索してみてください。みなさ

んも御身お大切に。年会費更新ご協力ありがとう

ございます。ひぐらしが鳴いています。(西村) 

 

 

幼い日、松葉ぼたんで、色水を作り、お
店屋さんごっこで遊んだ夏の思い出あ
りませんか。 
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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るよ

うお願いいたします。 
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8月 15日 森林浴 

『戦後史の正体１９４５～２０１２ 』 孫﨑 享著 創元社発

行 ２０１２年１１月 第１版第９刷  
 

２０１２年に出たこの本はベストセラーに仲間入りした。そ

の年９月３０日に朝日新聞の読書欄「売れてる本」に佐々

木俊尚による書評が出て、「本書は---ロッキード事件か

ら郵政民営化、TPP まで、すべては米国の陰謀だったとい

う本で、---典型的な謀略史観でしかない」と切って捨てた。

ところが、この書評に著者からツイッターで強い抗議があ

り、朝日新聞がその書評の肝心のところが入った第一項

目を消去しますという騒ぎになったらしい。著者孫崎氏は

元外務省国際情報局長で、民主党の党首だった鳩山由紀

夫のブレインとなり、尖閣諸島や竹島の日本への帰属に

ついても政府見解に異論を唱え、特段の注目を集めてい

る異色の人物。私個人としては、占領時代は勿論、安全

保障条約の下にある日本は当然のこととして米国のかな

り恣意的なコントロールもあるだろうと思っていたから、孫

崎氏の主張にそれほど驚くようなことはなかったが、CIA

がどこまで好き放題していたのかは、ずっと気になっては

いる。（米国に都合が悪い人物が消されるということがあ

れば、許せないなと思うので。） 

この本は終戦から現在までの約６７年間の日本と米国の

政治・外交の歴史の非常によい総括になっており、文章も

大変読みやすく、内容には異論のある向きにも一読の価

値がある。この６７年間の総理たちを彼は次のように分類

している（３６６頁）。 

＊米国に主張すべきことはキチンと主張した気骨のある

総理たちー重光葵・石橋湛山・芦田均・岸信介・鳩山一

郎・佐藤栄作・田中角栄・福田赳夫・宮沢喜一・細川護煕・

鳩山由紀夫。（著者の特に評価が高いのは重光葵で、岸

信介の評価も予想以上に高い。） 

＊米国追随派ー吉田茂・池田勇人・三木武夫・中曽根

康弘・小泉純一郎。（とくに吉田茂・小泉純一郎に対する批

判に注目する要あり） 

＊一部抵抗派―鈴木善幸・竹下登・橋本竜太郎・福田康

夫。 

また昭和天皇が占領軍の最高権力者マッカーサー元帥に

「米国が沖縄その他の琉球諸島の軍事占領を継続するよ

う希望している」旨伝えていた事実（８７頁）も見逃せない。

（天皇が天皇制の終焉を避けるためか手段を選ばず実質

政治介入していたわけだ。） 
 

『東京自叙伝』 奥泉 光著 集英社 刊 ２０１４年５月 

第１刷   

明治維新から福島原発事故に亘る「東京」の歴史を、東京

の地霊の「自叙伝」として、時代時代で次々に姿形を変え

て現れる６人の人物が好き放題・勝手放題に行動すると

いう想定・構成にして書きまくった奇想天外な小説。まった

くいろんな事件があったな、と思わされるが、結局としては

「なるようにしかならぬ」というのが東京という都市の根本

原理である、と喝破。日本という国・国民のどうしようもな

い性（さが）を一度虫干しにでもしようというつもりならん。 
 

『ポプラ社百年文庫 ２０ ―掟― 』 ポプラ社 2010 年９

月第２版   

① 「爪王」―戸川 幸夫著  

東北の深い山の中での「鷹狩り」「鷹匠」の凄さを書

いた名作。 

② 「焚火」―ジャック・ロンドン著 滝川元男訳 

零下 50 度での行き倒れー凍死－というものはどん

な恐ろしいものかが分かる。見事な文体。 

③ 「海辺の悲劇」―バルザック著 水野 亮訳 

 

『ポプラ社百年文庫 ２１ ―命― 』 ポプラ社 2010年⒑

月第１版   

① 「レナ・ヴィーナス」―シュトルム著 関 泰祐 

② 「最後の一葉」―オー・ヘンリ著 小沼 丹訳 

これは昔学校の英語のテキストによく出て来た話。ニュ 

ーヨークの片隅の煉瓦建てのアパートに暮らしている貧し

い女性画家二人。一人が肺炎になり死にかけている。 

病人は窓から見える壁の蔦の葉がすべて落ちたら死ぬと

信じて毎日残りの葉っぱの数を数えている。葉っぱはとう

とう後１枚になるが、そこからついに落ちなくなる。病人は

助かる。その最後の１枚の葉っぱは心優しい同じアパート

の貧乏な老画家が死ぬ前に壁に描いてくれたのだった。 

③ 「お守り」―ヴァッサーマン著 山崎 恒裕訳 
 

『ポプラ車百年文庫 １９ ―里― 』 ポプラ社 2010 年１

０月第１版   

① 「朴葉の下駄」―小山 清著  

１９歳の百姓出身の気立てのよい遊女と、うだつの

あがらない男、つまり著者の小山清とのやりとりを書

いた私小説。小山清は結局あまり売れない小説家と

して終わったが、その遊女と別れる直前に聞いた女

の一言が「一滴の水のように、私の心の中に波紋を

ひろげた。」 

② 「罪な女」―藤原 審爾著 

芸者のお愛と大町という客との愛憎の物語。お愛が

惚れた客の大町の２号さんになろうと決心したときに、

刑務所に入っていた元の亭主が釈放されて出てくる

ことになり、お愛は大町さんを諦めようと決心、折か

ら降りしきる夜の雪の中を去ってゆく。新派の舞台

にしたらよさそう。  

③ 「今戸心中」―広津 柳浪著  
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2014年 8月に読んだ本についての感想 

 

 

海の日のおはなし会
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＜絵本＞ 

『うみの 100 かいだてのいえ』（いわいとし

お作 偕成社 14）ID11302  『ぽっつん 

とととはあめのおと』（戸田和代作 おかだち

あき絵 PHP 研究所 13）ID11303  『な

いしょのかくれんぼ』（ビバリー・ドノフリオ

文 バーバラ・マクリントック絵 ほるぷ出版

14）ID11196 

＜読み継がれ絵本・新入庫＞ 

『いまがたのしいもん』（ゾロトゥ文 ブレグ

ヴァド絵 童話屋）ID11301  『はしれ、

きかんしゃ ちからあし』（小風さち文 藍沢

ミミ子絵 福音館書店）ID11197  『月人

石』（乾千恵書 谷川俊太郎文 川島敏生写真 

福音館書店）ID11198  『だめだめママだ

め！』（天野慶文 はまのゆか絵 ほるぷ出版）

ID11200  

＜読みものほか＞ 

『とうさんおはなしして』（アーノルド・ロー

ベル作 文化出版局）ID11193  『そこか

ら逃げだす魔法のことば』（岡田淳作 偕成社

14）ID11192  『江戸の象吉』（太田大輔

作 講談社 14）ID11195  『たんぽぽの

目—村岡花子童話集』（村岡花子文 河出書房

新社）ID11194※赤毛のアンの村岡さんの創

作童話集。  『未来への手紙』(椰月美智子

著 光文社 14) ID11190  『カラクリ江

戸あんない』（太田大輔文・絵 福音館書店 10）

ID11199 ※江戸の象吉と一緒に読むと楽

しいでしょう。  『メモリー—ルーシー・M・

ボストン自伝』（ボストン著 評論社 06）

ID11189※request。代表作『グリーン・ノ

ウ物語』全巻ほか著作多数在庫。  『今こそ

読みたい児童文学』（赤木かん子著 ちくまプ

リマー新書）ID11190※付箋は文庫にある本。 

 

  

 
 

＜単行本＞ 

『本屋さんのダイアナ』（柚木麻子著 新潮社

14）ID15752※世田谷区内図書館 16 館に

在庫、おまけに全館貸出し中の本、児童書のつ

もりが一般書。  『天に星 地に花』（帚木

蓬生著 集英社 14）ID15747   『春の

庭』（柴崎由佳著 文藝春秋 14）ID15745

※151 回芥川賞   『破門』（黒川博行著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ14）ID15746※151 回直

木賞  『四人組がいた。』（高村薫著 文藝春

秋 14）ID15743    『満願』(米澤穂信著 

新潮社 14) ID15753  『鱗や繁盛記』（西

條奈加著 新潮社 14）ID15748   『風』

（青山七恵著 河出書房新社 14）ID15749  

『闇の中の男』（ポール・オースター著 新潮

社 14）ID15744  『考えるマナー』（赤瀬

川原平著 中央公論新社 14）ID15751   

『ノー・シューズ』（佐々木マキ著 亜紀書房

14）ID15750  『死者を弔うということ 

世界の各地に葬送のかたちを訪ねる』（サラ・

マレー著 草思社 14）ID15773 

＜新書＞ 

『親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと 

新版』（山田太一著 PHP 新書 14）ID15767  

『アデナウアー—現代ドイツを創った政治家』

（板橋拓巳著 中公新書 14）ID15768    

『「自分」の壁』（養老孟司著 新潮新書 14）

ID15769  『集団的自衛権と安全保障』（豊

下樽彦著 岩波新書 14）ID15770  『喰

らう読書術』(荒俣宏著 ワニブックス PLUS

新書 14) ID15766  『「言海」を読む』（今

野真二著 角川選書 14）ID15772  『瞽

女うた』（ジェラルド・グローマー著 岩波新

書 14）ID15765  『神や仏に出会うとき』

（大喜直彦著 吉川弘文館 14）ID15771 

『夏目漱石周辺人物事典』（原武哲ほか著 笠

間書院 14））ID15754 

＜文庫＞ 
『白蓮れんれん』（林真理子著 集英社文庫
05）ID15759  『ノックの音が』（星新
一著 新潮者文庫 30 刷）ID15755  『役

小角絵巻—神の変』（山本兼一著 中公文庫

14）ID15757  『タッチ』（ダニエル・キ

ース著 早川書房・ダニエルキース文庫 1０）

ID1575６※request  『季節のうた』（佐

藤雅子著 河出文庫 14）ID15758  『清

朝の王女に生まれてー日中のはざまで』（愛新

覚羅顕琦著 中公文庫）ID15762※request。

関係書も入れてみました。『流転の王妃の昭和

史』（愛新覚羅浩著 中公文庫）ID15763『流

転の子—愛新覚羅嫮生』（本岡典子著 中央公

論新社）ID15764※(単行本) 

<寄贈本> 

文庫本：『吉原裏同心 21 遺文』（佐伯泰英

著 光文社文庫 14）ID15774  『新・古

着屋総兵衛８ 安南から刺客』（佐伯泰英著 

新潮文庫 14）ID15774   

８月に入った子どもの本 

８月に入った大人の本 

 



 

 

伊豆高原の夏便り  （2014 年 8 月）                 

○月×日 湯河原のお友だちからお知らせを

いただいて「木工作品で絵本の世界展」を見に

出かけました。98 歳のおじいちゃまのつくる

「ぐりとぐら」や「１４ひきのあさごはん」な

どの木工作品。かわいくて、しばし見とれてし

まいました。帽子やめがねなどの小物もよくで

きていて、ご自分でそれに似合う布などを選ぶ

ために買い物にも出かけられるとか。小さなタ

ンスの引き出しもちゃんとあいて、中にけんだ

まとか入っているんです。ちょうどご本人もそ

の場にいらっしゃって小さなお子たちに話し

かけていましたが、「お元気そのもの」でした。 

場所が湯河原駅前の図書館だったので、中も見

学してきました。絵本は書名の「あいうえお」

順だったり、「ヤングアダルト向けおすすめ本」

が並んでいたり、居心地の良さが感じられまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○月×日 安いバスツアーで「月山・鳥海山・

浄土平」に行ってきました。初日は、ものすご

い風雨で歩けない状態。お花畑に出ることもで

きませんでした。2 日目の「コマクサ」3 日目

の「ニッコウキスゲ」は何とかいいお天気でし

たが、まだ少し花の時期には早くて「あぁ、咲

いてるウ」くらいでした。でも、いいお天気だ

ったので山歩きは爽快でした。近くの山には雪

が残っていました。62 歳で芥川賞をとった、

森敦の「月山」を読んでおきたいと思いながら

読めなかったので、帰宅してから図書館から借

りて読みました。1980 年出版の大形活字本

でした。方言が多くてわかりにくかった！ 

○月×日 中央公民館に市民劇場の会費を払

いに行ったついでに図書館（同じ建物内）に寄

りましたら、新刊の棚に香川宜子著「アヴェ・

マリアのヴァイオリン」（角川書店・2014 刊）

がありました。全く知らない本でしたが、「高

校生向け課題図書」とあったので、書名も気に

なったし借りてきました。少し前に TV の「地

球ドラマチック」でやった、ユダヤ人を救った

教師のおはなしが感動的でしたが、ナチスのホ

ロコーストを、ヴァイオリンが弾けたために

「音楽隊」として生き延びることができた 14

歳の少女のはなしでした。ヴァイオリンの先生

が少女の家族をかくまってくれて、そのまま平

穏にいくかと思いきや・・・。最初に体の悪い

姉、おじいちゃん・おばあちゃん・弟そして両

親と想像を超える厳しい現実にハラハラ、胸が

つぶれる思いの連続ですが、彼女だけでも悩み

つつ生き延びられてよかった！とほっとする

最後です。他ごとながら、伊東市民劇場は会員

数が大幅に減って、年 6 回の公演が 5 回にな

りました。海老名でも、横浜でも鑑賞会に入っ

て観劇をしてきましたが、今全国的にどこも会

員数が減って苦難の状況を迎えています。早く

6 回に復活できるよう、会員増にむけてがんば

っている私です。次回 9 月は、井上ひさしの

「兄おとうと」という作品で、鵜山仁の脚色、

「剣幸」「辻萬長」出演の音楽劇です。「むずか

しいことをやさしく、やさしいことをふかく、

ふかいことをおもしろく」をモットーに作品を

かいた井上ひさしらしい芝居が見られるとい

いなと思っています。同じ日に、中江有里著「ホ

ンのひとときー終わらない読書」（毎日新聞

社・2014 刊）も借りられました。この人、

BS ブックレビューに出ていて、（今はやはり

テレビでお昼前の時間帯に時々本の紹介をし

ていますが、語り口が柔らかく、私の興味を引

くような、読みたくなる本を紹介してくれるの

で）好きなひとです。TV やラジオの本の紹介

の時間が減っているようですが、売上げランキ

ングのようなのでなく、手に取って読んだ人の

ことばが聞きたいと思っています。この中江さ

んの本も、メモを取りながら読みました。読み

たい本がいっぱいみつかりました。 

○月×日 沙羅の樹文庫に専用棚が作られて

「岩波少年文庫」が今手に入るものは全部並び

ました。「私には必要以上のお金はいりません」

とおっしゃる方のご寄付があてられました。 

 

伊豆高原駅で開かれた 7 月の「海の日のおはなし会」も今年は 14 回目となり、東京や遠く岩手から来て下さる大人の語り手に加え、

地域の子どもたちの語りもふえて、楽しませていただきました。「たいらばやしか ひらりんか」の落語もよかったし、大好きな「長

田弘」もありました。私は「語り」を聴く楽しさを、「沙羅の樹文庫」のおはなし会で知りました。            (中西 景子) 

 

（中西 景子） 


