
スカル・メルシェ著 浅井晶子訳 早川書房 2012）

です。「定年まじかの教師はすべてを捨てて夜行列車に

飛び乗った。自らの魂を探すために。」と帯にあります

が、細かい字で二段組み、最初にある「登場人物」に

は 20人以上の人が並んでいて・・・。 

第三木曜日は恒例「ゆうゆうの里」での百人一首

の会でした。新しい方が一名ふえて、取り手は 5 人。

私はもっぱら詠み手を務めますが、いつも笑い声の絶

えない楽しい会です。60歳を過ぎてはじめた「百人一

首」がこんなに楽しくて長続きするなんて思いもしま

せんでした。自分の所にどんな札がくるか、好きなの

がきたか、何から詠み始められるか、などなど運もあ

って、腕を伸ばすリハビリにもなる楽しい遊びです。

歌も、秋には秋の歌が心に沁みるし、誰にも一つくら

い好きなのがあって、興味の尽きることがありません。 

今年も 4か月を切りました。 
 

✿今年の開館スケジュール✿ 
◆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 

 

文庫あれこれ◆文庫便りをあらかた埋めて、昨夜 7 時頃、外

気を吸おうと戸口を出た途端、にぎやかな虫の合唱が聞こえま

した。それで思い出したのが、昔のうた“秋の夜は更けて、す

だく虫の音に、疲れた心癒すわが家の窓辺、静かにほのぼのと

倖せはここに”（大橋節夫詩・曲）。何十年も忘れていた歌が

スーッと出てきました。メロディーとともにおぼえたものは忘

れにくいのでしょうか。◆急に涼しくなって、風邪気味です。

急な気温の変化にも対応できるのは若いうち？◆スコットラ

ンド、独立できなかったようですね。私はイギリスの児童文学

や昔話（特にケルト系）が好きなのですが、外野から言わせて

もらえば、ウェールズもイングランドもスコットランドも同じ

国のほうがいいです。◆ちょっといい話。動物好きな M さん

夫婦が犬の散歩中、体を何カ所もひどく噛まれた猟犬に出会い

ました。あいにく連休中。病院へ連れてゆき、写真を撮り、伊

豆新聞にも飼い主をみつけてもらうよう依頼しましたが、犬は

おいしいものを食べて少しづつ元気になってきたものの、誰か

らも連絡なし。そんなところに、銃砲店のご主人に会い、狩猟

仲間にきいてもらったところ、やっと飼い主と巡りあえたと

か。犬の喜ぶ顔をみて、涙がとまらなかった、と M 夫人。◆

PC担当の Nさんは、昨年いっとき、元気がありませんでした

が、インターネットを駆使して、いろいろな勉強をして、今は

俳句の道を究めようと学問的見地からアプローチしているよ

うです。頑張れ７０代！◆読書って不思議です。１冊の本の断

片から別の本へと広がり次々と知らない世界へ違ったテーマ

へ導いてくれる。◆表紙の『禊の搭』の作者は、処女作（見残

しの搭）を８９歳で、これを９１歳で書いています。私は２度

ほど羽黒山詣でをし、五重塔も見ましたが、結構しんどい往復 
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中村さんちのセロシア 

沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737 

http://www.saranokibunko.com 

 

 

 

 

今月もなかなかの
本、入れましたよ！ 
特に興味をひかれ
た本です。（さら） 

曳かれる牛が 
辻でずっと見回した秋空だ 

河東碧梧桐 
 

でした。９０歳すぎて取材に赴いたとのこと、著者

に畏敬の念を抱きます。◆天高く、読書の秋です。
文庫をご活用ください。   （西村） 

 

 

 

9月 17日 森林浴 

『芥川賞・直木賞 150 回記念 全記録』 文芸春秋社刊 

平成 26年３月 発行 
 
1800 円と定価も高いが、写真が多いせいかとても重く

て、立派な本。文芸春秋社を創設した菊池寛が昭和１０

年（西暦１９３５年）に芥川賞・直木賞を創設してから約

８０年、今年で１５０回を迎えるということで、この本が出

た。日本の文芸・文学界に多大な影響を与えたこの両

文学賞の功罪を巡っては多少の議論があるところで、

永井龍男の『回想の芥川・直木賞』は文芸春秋社の社

員として裏方を務め、芥川賞の選考委員も務めた著者

の正確・詳細な記録であり、また賞の問題点もよく押さ

えている。また大森望・豊崎由美の『文学賞メッタ斬り』

はこの両賞を含む文学賞なるものの選考の正当性・妥

当性を衝いて面白いものがある。 

はっきり言える問題点は、この両賞を受賞してもあまり

その後活躍することなく消えていった作家が多いことの

一方で、なによりも、太宰治・三島由紀夫・村上春樹な

どの大物を採り損ねていることであろう。また雑誌への

発表作品を基準にして選ばれるので、どうしても短編・

中編が中心で、長編小説が対象から外れることも問題

であろう。（長編小説に集中した芹澤光治良などは自然

に対象外となる。） 

また私見によれば、そもそも選考委員が作家というの

は間違いだ。外国では考えられないことで、やはり専門

の文芸批評家に任せるべきである。（現在芥川賞の選

考委員である島田雅彦が、芥川賞で 5 回も候補に挙が

って全部外れたが、風評によれば、当時の選考委員に

島田をライバル視する作家某氏がいて島田を落とすよ

う画策したという。のちに島田が自分で企画したのか

「島田雅彦芥川賞落選全集」が出版された。）その島田

雅彦が２０１４年１月１２日の朝日新聞読書欄で芥川賞

に関して言っている。――「過去最も特筆すべき受

賞作として、安部公房『壁―Ｓ・カルマ氏の犯罪』、

小島信夫『アメリカン・スクール』（新潮文庫・６２０

円）、大江健三郎『飼育』、中上健次『岬』の四つ

を選んだ。」と。 
 

『ポプラ社百年文庫 31 ―灯― 』 ポプラ社 2012 年

１月第３版   

① 「琴のそら音」―夏目漱石著  

一人住まいの男が幽霊におびえるのをユーモラスに 

描いた漱石の諧謔的作品。 

② 「きみ子」―ラフカディオ・ハーン著 平井呈一訳 

とびきりの美人で利発な芸者きみ子の神秘的な悲し

い秘密。京都弁が生き生きとしている。 

③ 「飯待つ間」「病」「熊手と提灯」「ランプの影」正岡 

子規著  

脊椎カリエスのため３５歳で死んだ子規の、写生文の 

極致とでもいうべき見事な短文４編。 
 

『ポプラ社百年文庫 ４２ ―夢― 』 ポプラ社 2012

年３月第１版   

① 「すみれの君」―ポルガ―著 池内 紀訳 

すみれの君と呼ばれていたオーストリア貴族のみじ

めさと高貴の生涯をユーモラスに。 

② 「雨の中の噴水」―三島由紀夫著 

三島の実験的な、とでもいうべき心理小説。 

③ 「フランシス・マカンバーの短い幸福な生涯」―へ 

ミングウェイ著 高見浩訳 

アフリカでライオンやバッファローの狩猟を楽しんで 

いる豊かな夫婦。ベテランでハンサムなプロの狩猟 

ガイドがついている。ライオン狩りのとき夫の情けな 

い怯懦が妻に見られ、そのことをきっかけとした妻の 

ガイドとの不倫があり、それを軸とする３人の間の心

理ドラマが展開。最後に妻はバッファローの正面から

銃を撃とうとしていた夫の後頭部に、間違えてライフ

ル銃で銃弾を撃ち込む。人間観察の鋭さそして迫力

のある文体。 

～★～★～★～★～★～★～★～★～★～★ 

 

  

 庭の虫の声が涼やかです。9 月初めに突然姪に誘

われて箱根に一泊しました。お友だちのキャンセルと

いうことで、「今日の今日」ということでしたが、そこ

は腰の軽い私のこと、懐石料理に目がくらみ・・・。お

いしい初物の「松茸の土瓶蒸し」、最高でした。40歳に

医学部に進学し医者になった姪は、「疲れて大変！」と

言いつつ、大学病院の外来で内科医を務めています。

救急で来る様々な人たちのことや、薬を大量に欲しが

るおじいさんの話、怖い話、様々な人間模様が社会を

映し出しているなぁと、聞いているとすぐに 1 冊の本

が書けそうです。 

第一日曜日には、横浜の集まりで開いた「ブック

トーク」を聴く会に出かけました。「読書アドバイザー」

という資格を取る時に一緒に勉強した同期の男性が、

「昭和」をテーマにブックトークをして下さいました。

自分では手に取らないような、面白くて読みたくなる

ような本の紹介がありました。この方は前に「戦後史

の正体」（孫崎亨著※文庫在）を紹介して下さった方で

す。今回も本の選択が「昭和」に傾いていったきっか

けになった本、「重臣たちの昭和史」（文芸春秋）から

はじまり、「昭和天皇」「マッカッサーと吉田茂」「歌舞

伎を救った男」「祖国へ、熱き心を」などを、語ってく

ださいました。歌舞伎の本はさっそく歌舞伎がお好き

な方に紹介しましたし、「祖国へ～」は、著者が高杉良

であり、「オリンピックを日本によんだ日系二世のはな

し」と聞いてすぐに図書館から借りてきました。水泳

の古橋さんは姉の同僚で良く話を聞いて身近に感じて

いたので、最初から一気に興味深く読みました。 

次の日曜日は、暑い時は失礼していて久し振りだ

ったウォーキングの会に参加しました。昔海老名に住

んでいた頃、お友だちと小田急沿線の低山はほとんど

歩いているので、今回の弘法山も何回も行っている所

でしたが、お天気に恵まれ、気持ちいい汗を流しまし

た。12000歩以上になって少々疲れました。が、4か月

ぶりのお友だちに会えて、また本の話をたっぷりしま

した。前の時も「０葬」という本を紹介されたのです

が、今回は、映画の原作「リスボンへの夜行列車」（パ 

2014年 9月に読んだ本についての感想 
伊豆高原だより・秋９月 （中西景子） 



 

 

＜絵本＞ 

『ねこくんいちばでケーキをかった』（ユー

リー・ワスネツォフ絵 たなかともこ編訳 

岩波書店 14）)ID11348 

＜読み物＞ 

『路上のストライカー』（マイケル・ウィリ

アムズ作  岩波書店 13） )ID11345   

『マッティのうそとほんとの物語』（ザラー・

ナオウラ作 岩波書店 13）)ID11347※

request   『アヴェ・マリアのヴァイオ

リン』( 角川書店 13)ID11 344※少女は

なぜアウシュヴィッツを生き抜くことがで

きたか! 

＜詩集:＞ 

『山村慕鳥詩集―おうい 雲よ』(北川幸比

呂責任編集 岩崎書店) ID11 354 

＜岩波少年文庫＞ 

『雪女 夏の日の夢』(ラフカディオ・ハー

ン作) ID11254   『カツレくんの冒険』

(リンドグレーン作) ID11300   『わた

し た ち の 島 で 』（ リ ン ド グ レ ー ン

作）)ID11346 

 

寄贈 

『ぼく しないもん!』(ビーゲンセン作 山

岸みつこ絵 絵本塾出版 14) )ID11314 

『おかしがたべたい!』(ビーゲンセン作  す

ずきもも絵 絵本塾出版 14) )ID11315 

 以上2冊版元から 

『ねんころりん』(バーニンガムさく 谷川

俊 太 郎 訳  ほ る ぷ 出 版 ) ID11349   

『ないた』(中川ひろたか作 長新太絵 金

の星社) ID11350   『ロバのロバちゃ

ん』 (デュボアサンぶん・え  偕成社 ) 

ID11request352   『おへそのあな』

( 長谷川義史作  BL 出版 )ID11353    

『おさるのまいにち』(いとうひろし作・絵 

講談社) ID11351 

以上5冊SちゃんH君姉弟から 
 
以下広瀬おばさんから 

＜ノンフィクション＞ 

『世界のともだち 01 ルーマニア』『世界

のともだち 02 韓国』『世界のともだち 03 

ブラジル』『世界のともだち 04 フィンラ

ンド』『世界のともだち 05 モンゴル』『世

界のともだち 06 アメリカ』『世界のとも

だち 07 ネパール』『世界のともだち 08 

ケニア』『世界のともだち 09 バングラデ

シュ』『世界のともだち 10 フランス』『世

界のともだち 11 ベトナム』『世界のとも

だち 12 カンボジア』(偕成社)ID11331

～11342   『ぴっかぴかすいぞくかん』

(なかのひろみ文・構成 福田豊文写真 ひ

さかたチャイルド) ID11325   『わた

しはカメムシ』(新関孝写真・文 ポプラ社) 

ID11324   『おかあさんのそばがすき 

犬が教えてくれた大切なこと』(今西乃子著 

浜田一男写真  金の星社 ) ID11312   

『ホタルの光はなぞだらけ』(大場裕一著 

くもん出版) ID11313 

＜絵本:＞ 

『みんながおしえてくれました』(五味太郎

作 絵本館) ID11343    『滝のむこう

の国―今昔物語絵本』(ほりかわりまこ作 

偕成社) ID11316   『ポッタとポッテ 

ランプのあかり』(さとうまりこ作 童心社) 

ID11317   『はらぺこニードル』(清水

真裕さく 西村敏雄え 童心社) ID11318 

『ばななせんせいとおさんぽ』(得田之久

ぶん やましたこうへいえ 童心社)    

『かげのひこうき』(五味太郎さく 偕成社) 

ID11320   『１２にんのいちにち』(杉

田比呂美さく あすなろ書房) ID11321 

『じょうろさん』(おおのやよい作 偕成社) 

ID11322   『ごんごろじゃがいも』(い

わさゆうこ作 童心社) ID11323 

『かしこいウサギとはずかしがりやの大き

な鳥』(パスカル・マレ文 デルフィーヌ・

ジャコ絵 徳間書店)ID11326   『本、

だ～いすき!』(ジュディ・シエラ文 マーク・

ブラウン絵 新日本出版)ID11327 

『ペニーさんのサーカス』(マリー・ホール・

エッツ作・絵 徳間書店) ID11328       

『ルイのうちゅうりょこう』(エズラ・ジャ

ック・キーツ作 偕成社) ID11329 

『あなのはなし』(ミラン・マラリークさく 

間崎ルリ子訳 二見正直え・あな 偕成社)

※素話で長年子どもたちが大好きなおはな

しが絵本に。 

９月に入った子どもの本 

今月は『世界のともだち』（12 冊）というシリーズが入りました。いろいろな国のお友だちの生活を見てください。これも含めて文庫に

あるノンフィクション（科学、歴史、地理ほか）系の子どもの本はほとんど広瀬さんからいただいたものです。 

 

 

 

＜読み物＞ 

『国語教科書にでてくる物語 1 年生・2 年

生』(齋藤孝著 ポプラ社)ID11304    

『ひまり 2.3 ミリの夏』(大野圭子作 文研

出版)ID11305    『女王さまがおまち

かね』(菅野雪虫作 ポプラ社) ID11306 

『チャーリー、ただいま家出中』(ヒラリー・

マッカイ作 徳間書店) ID11307 

『のねずみポップはお天気はかせ』(仁科幸

子作・絵 徳間書店) ID11309  『アナ

ベル・ドールとちっちゃなテイリー』( マー

ティン&ゴドウィン作 偕成社) ID11311  

『メッシ―ハンデをのりこえた小さなヒー

ロー』(マイケル・パート著 ポプラ社) 

ID11310※サッカー少年に! 
 

  

 
 

＜読み物＞ 

『離陸』（絲山秋子著  文藝春秋 14）

ID15775    『笹の舟で海をわたる』（角

田光代著  毎日新聞社 14） ID15776    

『エヴリング・フロウズ』（津村記久子著 文

藝春秋 14）ID15777    『阿蘭陀西鶴』

（朝井まかて著 講談社 14）ID15778 

『三屋清左衛門残日録』（藤沢周平著 文藝

春秋）ID15779※この本だけ不在でした。     

 

『禊の塔―羽黒山五重塔仄聞』(久木綾子著 

新宿書房 10) ID15780※request『見残し

の搭』を読んだ衝撃は今も。   『プロット・

アゲンスト・アメリカ』（フィリップ・ロス

著 集英社 14）ID1581    『黒ヶ丘の上

で』（ブルース・チャトウィン著 みすず書

房 14）ID15782※request  『低地』（ジ

ュンパ・ラヒリ著 新潮社 14）ID15783      

『ガーンジー島の読書会 上・下』（メア

リー・アン・シェイファー、アニー・バロウ

ズ共著 イースト・プレス 13）ID157784 

～85   『かつては岸』（ポール・ユーン

著 白水社 14）ID15786 

 

＜ノンフィクション・新書＞ 

『やっぱり九条が戦争を止めていた』（伊藤

真著 毎日新聞社 14）ID15787 

『資本主義の終焉と歴史の危機』(水野和夫

著 集英社新書 14) ID15788   『迫

り来る日本経済の崩壊』（藤巻健史著 幻冬

舎 14）ID15790   『中国の大問題』

（丹羽宇一郎著 PHP 新書 14）ID15789 

『イェルサレムのアイヒマン』（ハンナ・ア

ーレント著  みすず書房） ID15791※

request   『わたしの上海バンスキング』

（明緒写真・文 愛育社 13）ID15792 

 

＜文庫＞ 

『ラデツキー行進曲上・下』（ヨーゼフ・ロ

ート著 岩波文庫 14）ID15797～8 

『復活 上・下』（トルストイ作 藤沼貴訳 

岩波文庫 14））ID15799～800 

『夜間飛行』(サン=テクジュペリ著 新潮文

庫) ）ID15801 

『きみはポラリス』（三浦しをん著 新潮文

庫）ID15793    『虹の岬の喫茶店』（森

沢明夫著 幻冬舎文庫）ID15794※映画

「ふしぎな岬の物語」原作（表紙 4 人のう

ち左 2 人が嫌いだから私は見ない。）   

『愛唱歌ものがたり』（読売新聞文化部 岩

波現代文庫 14）ID15795    『世界よ

踊れ』(ナオト・インティライミ著 幻冬舎

文庫) ID15796※寄贈 
 

９月に入った大人の本 
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温
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奥
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恋までもゆずってしまうねえちゃんにあきれる私とママとひぐらし   松田わこ 
  
時々朝日歌壇を眺めます。この作者（中学生）の歌（姉のも）はよく載っています。これは 9.15

付で、選者 3 名全員が推していたもの。 

先月、ミーハー気分で『夏目漱石周辺人物事典』を購入しました。パラパラとめくって読んでも面白いです。他でわからない、漱石と個々人と

の関わりもしっかりした資料群に裏打ちされてフィクションとは別の清々しさを感じます。編者の原武さんの労作。 

 

ちょい旅 フォト・スケッチ 


