20
10 月に入った子どもの本
2014）ID11366
『希望の牧場』
（森
絵都作 吉田尚令絵 岩﨑書店 2014）
ID11367
★ノンフィクション：『蛙となれよ冷し瓜―
一茶の人生と俳句―』（マシュー・ゴラブ文
カズコ・G・ストーン絵 岩波書店 2014）
ID11358
『野の草花』
（古矢一穂ぶん
高森登志夫え 福音館書店）ID11370
『絵本夢の江戸歌舞伎』（服部幸雄文 一ノ
関圭絵 岩波書店 2014）ID11371
＜読み物＞
『けしつぶクッキー』（マージェリー・クラ
ーク作 渡辺茂男訳 童話館出版）
ID11372※復刊
『小さいきょうだい』
（リンドグレーン作 大塚勇三訳 岩波書
店）ID11373
『大力ワーニャ』
（プロイ
スラー作 岩波少年文庫 2014）ID11374
＜ノンフィクション読み物＞
『五日市憲法草案をつくった男 千葉卓三
郎』（伊藤始ほか著 くもん出版 2014）
ID11375

★ハロウィーンのまじょテイリ―
(ドン・フリーマン作 BL 出版)
★魔女たちのハロウィーン
(エイドリアン・アダムズ作 佑学社)
★魔女たちのパーティ
(ロンゾ・アンダーソン作 佑学社)
★おばけのジョージ―のハロウィーン
(ロバート・ブライト作 徳間書店)
★ハロウィーンのおばけ屋敷
(エリカ・シルバーマン作 セーラー出版)
★魔女がまちにやってきた
(村上勉作 偕成社)
★花びら姫とねこ魔女
(朽木祥作 こみねゆら絵 小学館)
★ちび魔女さん
(ベアデル・ルナール作 ひさかたチャイルド)
★魔女ひとり
(ローラ・ルーク作 小峰書店)
★魔女と森の友だち
(湯本香樹実文 ささめやゆき絵 理論社)
※今月入ったハロウィーンの絵本は左記 3 冊

見正
え面
たに
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て・ 山
が

(

＜絵本＞
★ロングセラー絵本：
『めのまどあけろ』
（谷
川俊太郎ぶん 長新太え 福音館書店）
ID11355
『かぜのこもりうた』
（くどう
なおこ詩 あべ弘士絵 福音館書店）
ID11356
『おじいちゃんのおじいちゃ
んのおじいちゃんのおじいちゃん』（長谷川
義史作 BL 出版）
）ID 11357
『はち
かづきひめ』
（長谷川摂子再話 中井智子絵
福音館書店）ID1135９
★ハロウィーンに：
『アンジェリーナのハロ
ウィーン』
（キャサリン・ホラバード文 ヘ
レン・クレイグ絵 講談社）ID11360 『お
さるのジョージ ハロウィーン・パーティー
にいく』（M&H.A.レイ原作 岩波書店）
ID11361 『ゆうれいがこわいの?ムーミ
ントロール』
（トーベ＆ラルス・ヤンソン原
作・絵 徳間書店 2013）ID11362
★月の本：
『つきがいちばんちかづくよる』
（竹下文子作 植田真絵 岩﨑書店 2014）
ID11363
『かぜをひいたおつきさま』
（レオニート・チシコフ作・絵 徳間書店
2014）ID11364
『月へ行きたい』
（松
岡徹文・絵 福音館書店 2014）ID11368
『いろいろな月』
（板倉聖宣・重弘忠晴著 小
峰書店 2013）ID11369
★新刊：
『よくばりなカササギ』
（スプリング
マン文 ブライアン・リーズ絵 徳間書店
2014）ID11365
『雪のおしろへいっ
た ウ ッ レ 』（ ベ ス コ フ 作 ・ 絵 徳 間 書 店

ちょい旅 フォト・スケッチ
青森・秋田の県境 (十和田湖畔)

)

20
10 月に入ったおとなの本
＜読み物＞
『鹿の王 上 生き残った者』（上橋菜穂子
作 角川書店 2014）ID15807 『鹿の王
下 還って行く者』
（上橋菜穂子作 角川書
店 2014）ID15808※国際アンデルセン賞
受賞後第１作。児童文学から大人への初小説。
『荒神』
（宮部みゆき著 朝日新聞出版
2014）ID1580２
『鬼の哭く山』（宇
江敏勝著 新宿書房 2014）ID15803
『緋の天空』（葉室麟著 集英社 2014）
ID15804
『純喫茶「一服堂」の四季』
（東川篤哉著 講談社 2014）ID15805
『優雅なのかどうか、わからない』
（松
家 仁 之 著 マ ガ ジ ン ハ ウ ス 2014 ）
ID1580９
『フォルトゥナの瞳』(百田
尚樹著 新潮社 2014) ID15806
『わたしは灯台守』
（エリック・ファーユ著
水声社 2014）ID15810
『愛の裏側は
闇 Ⅰ・Ⅱ』
（ラフィク・シャミ著 東京創
元社 2014）
ID15811～2※3 巻は 11 月。
＜エッセイほか＞
『 須 賀 敦 子 の 方 へ 』（ 松 山 巖 著 新 潮 社
2014）ID15815
『明日は、いずこ
の空の下』（上原菜穂子著 講談社 2014）
ID15816
『芥川龍之介考』（中村稔著
青土社 2014）ID15814
『魂のいちば
んおいしいところ―谷川俊太郎詩集』（サン
リオ）ID15825
『大切なこと、ちょ
っと言わせてね』（中村メイコ著 大和書房
2013）ID15820※request

＜ノンフィクション＞
『日中韓を振り回すナショナリズムの招待』
（半藤一利・保坂正康著 東洋経済新報社
2014）ID15819※request
『浮浪児
1945―戦争が生んだ子供たち』（石井光太
著 新潮社 2014）ID15818
『落伍
教師』（蛭川幸茂著 復刊「落伍教師」刊行
会）ID15817
＜文庫＞
『嵯峨野明月記』（辻邦生著 中公文庫）
ID15824
『ピルグリム 上・中・下』
（テリー・ヘイズ著 早川書房 2014）
ID15821～23※映画化決定
本は文庫に入れるために色々チェ
ックしますが、実際は読む時間が取れ
ないこの頃です。最近、昔読んだ（か
じった）懐かしい本に心惹かれます。
先日、ネットで縁の薄かった父方の
中興の祖?のお墓が下諏訪にあるのを
知って出かけたついでに、父の母校、
旧制松本高校(跡)にも立ち寄りまし
た。北杜夫が卒業生なのは知っていま
したが、辻邦生も同窓と知ってちょっ
とうるっとしました。若い頃、何冊か
好きで読みました。文庫で調べてみる
と、8 冊も在庫していました。どなた
か寄贈してくださったのでしょう。私
は、
『背教者ユリアヌス』が特に心に残
っています。文庫を見つけたので、今
月は上記を入れました。ユリアヌスは
来月です。皆さんの懐かしい本は何で
しょう? 本とそれを読んだ時を振り
返るのも一興ですね。
(さ・ら)

＜寄贈＞
『おてんばキクちゃん巴里に生きる』(チェ
ルヒ菊枝著 草思社)ID15827
『おも
かげ復元師』(笹原留似子
ポプラ
社)ID15828
以上、MN さんから。
(シャム猫ココシリーズ)
『猫は手がかりを読む』
『猫はペントハウス
に住む』
『猫は鳥を見つめる』
『猫は山をも動
かす』
『猫は留守番をする』
『猫はクロゼット
に隠れる』
『猫は島へ渡る』
『猫は汽笛を鳴ら
す』
『猫はチーズをねだる』
『猫は泥棒を追い
かける』
『猫は鳥と歌う』
『猫はブラームスを
演奏する』
『猫は郵便配達をする』
『猫は流れ
星を見る』
『猫はコインを貯める』
『猫は火事
場にかけつける』
『猫は川辺で首をかしげる』
『猫は銀幕にデビューする』『猫は七面鳥と
おしゃべりする』『猫はバナナの皮をむく』
『猫は爆弾を落とす』
『猫はひげを自慢する』
(リリアン・J・ブラウン著 ハヤカワ文庫)
以上、お名前知らずさんから猫好きさんへ

旧制松本高校
(重要文化財)
今は図書館など
に使われている

松本城
五重六階の天
守閣に上った
ら、数日間筋肉
痛(急な階段)

文庫あれこれ ◆秋の深まりをしみじみ思う頃になり
e
ましたね。これを書いているテーブルの奥まで日が射
して今朝はよいお天気です。◆先月文庫が終わってか
らの 1 か月、肩を痛めて動けなかった分を取り戻すべ
く東奔西走(とは言わない!)しました。◆9 月末には全
日本語りの祭りに参加するために、3.11 時、津波の
被害をもろに受けた南三陸へ行きました。◆防災庁舎
で最後まで町民に避難を呼びかけた女性の最後の様
子や、危機一髪で助かった人々の話、未だに中学校の
仮設住宅に住んでいる方たちを目のあたりで見ると
やはり他人事としてとらえていたのだと自責の念に
かられました。◆私たちは、
「南三陸ホテル観洋」
（い
いホテルでした）に 300 人規模で 2 泊したのですが、
南三陸は太平洋に面し背は山に囲まれ、海の幸山の幸
の素晴らしく豊富で美味しいのには驚きました。旅を
なさろうと考えていらっしゃる方、復興に向けて頑張
っている南三陸へ足を伸ばしてみませんか！それが
町の復興の一助になるようです。◆その前後に、平泉
中尊寺と毛越寺（岩手）と十和田湖、奥入瀬渓谷（秋
田、青森）を廻りました。紅葉には少し早かったので
すが、友人と二人、旅情を楽しみました。◆帰って、
一人で下諏訪、松本の秘湯めぐりをしました。いくつ
かの目的はあったのですが、旧制松本高校記念館で往
時の全国の旧制高校の歴史や様子を知ってとても楽
しかったです（松高の名物教師の本あります）。これら
の旅でずいぶん歩いたので、少し元気になったような
気がします（まだまだ手は上がらず不便を感じていま
すが、リハビリ頑張って元通りにしたいと思います）。
◆その間大室では台風があったようで、文庫玄関屋根
から伝わる雨どいが強風にあおられ、吹き飛ばされそ
うになったようです。見まわりに来てくれた植木屋さ
んが、お隣の車を傷つけてはと折れ曲がった鉄柱を取
り外してくれたのはよかったのですが、F さんの丹誠
で今年初夏見事なアーチを作ってくれた白いもっこ
うバラまで、下のほうで切られガッカリです。◆さて、
今回文庫便りにはさんだ「今、ガッコが面白い」は文
庫のなくてはならぬパソコン係り・中村さんの 70 に
して生徒になるの弁です。意欲頑張り明日への一歩、
みなさんも如何ですか！◆レインボーレッドという
キウイをいただきました。まん中で切ったら中は真っ
赤な唇のかたちでした。今人気とか。寒さもまして来
ました。お大事に。（西村）
2014.10.25

2014 年 10 月に読んだ本についての感想
10 月 23 日 森林浴
今月は現在注目を集めている 3 冊の本を購入希望し買
っていただいたので、もっぱらそれの感想です。
『迫りくる日本経済の崩壊』
平成 26 年 6 月 発行

藤巻健史著

幻冬舎刊

著者の藤巻氏は外銀で債券・株式などの売買をするデ
ィーラーとして活躍、「伝説のディーラー」として有名に
なり、最近は参議院議員に維新の党から立候補して当
選、今は国会議員として活躍している。彼の当選後、国
会議員の義務である彼の公開資産報告が新聞に載っ
ていたが、資産はたしか７億円位だったか、彼はちょっ
とした富豪ということです。
この本は、日本国の借金が 1000 兆円を越してまだ増え
つつあり、アベノミクスで金融の未曾有の緩和をし、黒
田日銀は国債をどんどん購入して国債市場を支えてい
るが、今年の１２月には日銀の購入がストップする可能
性があり、そうなると国債の買い手がなくなり、金利が
急上昇して、国は国債の金利支払いが急増して国の財
政は破綻し、結果として日本はとんでもない空前の大イ
ンフレに見舞われる、と主張している。
聞いていてぞっとするようなシナリオであるが、似たよう
な主張の本は、未読だが例えば小林慶一郎・橋爪大三
郎共著「ジャパンクライシス、ハイパーインフレが日本を
滅ぼす」も出ているようだ。藤巻氏は個人がこれに対処
するには、円建て預金などの資産を、すぐ強い米国ドル
建て資産に切り替えよと説く。
さてさてえらい時代に遭遇したものですね。年金生活者
の前途は真っ暗？
勿論反論する人もいる。たとえば産経新聞編集委員の
田村氏は、９月に「虚妄の国債暴落論に屈するな」とい
う意見を公表している。

★★★★
★★
★★★★

No98

2014 年 10 月

今年もあと 2 か月と少し。

✿今年の開館スケジュール✿

★
◆11 月は通常 15 日(土)16
日(日)
★
◆12 月は通常 20 日(土)21
日(日)
★
◆来年 1 月は通常 17 日(土)18 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

★★★★
★★
★★★★
補遺
会員の X さん、せっせと絵本の部屋で情報収
集。そして板に彫ったのが＜ホーキにのった魔
女＞。ハロウィーンの夜にどこへ行く！！
素晴らしい作品を見せていただきました。
もうすぐハロウィーン!!
!!!
ポッカリ月が出

ましたら、
舟を浮べて出掛
けましょう。
波はヒタヒタ打
つでしょう、
風も少しはある
でしょう。
(中原中也詩
「湖上」の一節)

ちょい旅 フォト・スケッチ
十和田湖畔の大ナナカマド
沙羅の樹文庫

0557⁻51⁻3737

http://www.saranokibunko.com

皆既月食(10/8 夫さん撮影)

同名の絵本(内田麟
太郎文 文研出版)
が文庫にあります。
ほっこりします。

『資本主義の終焉と歴史の危機』 水野和夫著 集英
社新書 201４年 8 月第 10 版

『 中 国 の 大 問 題 』 丹 羽 宇 一 郎 著 PHP 研 究 所 刊
2014 年７月第４版

本の腰巻にある出版社の宣伝文句によると、榊原英資、
内田樹、佐藤優、中谷巌、溝口敦など名だたる論客の
推薦を受け、売れ行きもすでに 10 万部突破という。（そ
の後 15 万部という新情報も出ました。）この種の本とし
ては大いに売れて読まれている本のようだ。
確かに、この本はひよっとすると、最近書かれた経済書
の中で頭抜けて優れた本かもしれない。
此処には超長期の歴史を俯瞰する透徹した視線があり、
単なる経済書を超えて哲学・歴史学・社会学を踏まえた
鋭い洞察力が披露されている。資本主義は常に「周辺」
を必要とするが、もはや地球上には「周辺は残されてい
ない」。資本主義の象徴ともいえる利子率（資本の利益
率ともいえる）のすう勢的な下降・下落が、資本主義の
終末を提示しているという指摘は的を射ているように思
われる。資本主義が生き残りを図って悪あがきすれば
するほど、社会の中間層を窮乏化して、ついには民主
主義も死ぬとも主張している。
ではどうすべきか、資本主義のソフトランディングは可
能なのだろうか。ここに来ると著者は「資本主義の先に
あるシステムを明確に描く力は今の私にはありません。」
と謙虚に告白する。
勿論今の日本のアベノミクス＝成長戦略には反対の立
場だ。また藤巻氏のように人を脅かすような表現はして
いないが、1000 兆円の国家債務に対しては増税などし
て早く均衡させるべきとも主張する。
今後は早くから脱成長論を唱えて安倍総理の仇敵・目
の上のたんこぶのように言われたりしているエコノミスト
藻谷浩介氏（「デフレの真相」の著者）との共同作業は
どうなのかな、なんて勝手に空想している。

橋爪大三郎氏推薦の新書。（しかし腰巻の文言「 中国
の弱みに石を打て」というのは、著者の趣旨とは一寸ず
れる表現なので、出版社の売らんかなということから出
た勇み足ではないのか、ということが気になったが。）
著者はもと伊藤忠商事の社長で、率先垂範、苦労しな
がら見事に会社の再建を果たした立派な人と記憶して
いるが、民主党政権時代に財界から選ばれて中国大
使になった人。だが任期中に、当時の石原慎太郎都知
事が尖閣諸島を購入すると米国で発表、民主党政権が
泡を食って都の代わりに国で購入したため、中国で反
日騒動が起こって日本の進出企業などに大きな損害が
出たとき、大使として著者が英国の著名なマスコミの取
材に対し、島の購入は「深刻な危機をもたらす」と述べ
た（これ自体は極めて正当な発言だったと思う）というの
で、日本の各界から批判を浴びた。バックアップすべき
経団連会長までが批判側に回った。おかしな話である。
（そもそもただの一地方自治体の首長に過ぎない石原
氏がまるで総理でもあるかのように、外交問題の真った
だ中の問題に手を突っ込むということ自体がとんでもな
いことで、その傲慢さにはあきれるしかないが。）
大使であった著者は筋の通らぬ批判を浴びたが、この
本を読むと、２年半の在任中、大使として立派な任務遂
行をしており、尊敬すべき人物であることが分かる。
在任中中国全土をよく視察にまわって日本企業の進出
に協力し、中国の実態・問題点を明確に把握しようと奮
闘する。中国の大問題として、１４億人の大人口、経済
の発展と不均衡、大都市と地方の格差、少数民族、日
中関係、安全保障、さらには日本自体が抱えている問
題を挙げている。
巻末にある日中間の重要資料（いくつかの日中間共同
宣言など）も貴重で便利である。

※これからも続々と目が離せない講座が登場します。

Posted by 中村愼一

このような講座がをタダ（無料）で受けられるのが「Gacco」ガッコ

ある新聞に、年寄りは「教育」と「教養」が大事だということが載っ
ていました。

言い換えると、老人は「今日行くところ」と「今日用事

がある」ことが大事だよ、というのが本意です。
表面的な解釈の裏に全く異なる意味が隠されている、俳句（十七字の
世界）で学んだ、ひねりや誇張を思い出し、一瞬ニヤッとしました。
4月から開校された、Jmooc Gacco（http://gacco.org/）は、大学教授が
日本語で講義する、日本初のオープンスクールです。

日本のインターネットの草分けといわれている、村井 純（慶應義塾
大学）教授による、東日本大震災時に活躍したネットワーク網やビッグ

です。 こんな学校があるでしょうか。
今年は学生時代に立ち返り、講義の時間割りを作成し、全講座の「終
了証」獲得を目標に頑張ります。

小学校5年生から92歳まで老若男女、国内・海外を含めて、年内には
受講登録者が100,000人に達しようとしています。
ここ十数年来夫婦だけの静かな生活に、突然事務局から特別賞受賞の
知らせが舞い込みました。
当日は、意気揚々と都会の雑踏や喧騒を縫い、御茶ノ水の明治大学ア
カデミアホールに向かいました。

データの活用など身近な事例を取り上げた講義。
才色兼備な事務局員のお出迎えを受け、すっかりのぼせ上ってしま
北海道大学

重田 勝介

准教授の「オープンエデュケーションと未

来の学び」では、「デジタル教育」が教育現場に大きなショックを与え
ている現実は、受講中の生徒にとって正に今なのです。
中でも俳句は、終了認定が25%という高率、海外の俳句普及に貢献さ
れた川本先生の比較文化を交えた解説は「目から鱗」とアメリカ駐在の
商社マンからも絶賛を浴びていました。
始めは月１講座と慎重な滑り出しでしたが、今月はなんと４講座も受
講する大胆さ、果たして全て終了できるかどうか、時間だけはたっぷり

あります。それだけ魅力的な講座が多いいということでしょう。
「マンガ・アニメ・ゲーム論」は、パスする予定でしたが、「少子
化・未婚化をアニメから・・・」明大の先生の解説を聞くと、これも取

い、

足元定まらず、膝はガクガク、顔面蒼白、事前の原稿もすっかり

飛んでしまい、何を話したか全く覚えていないという、みっともない有
様でした。

非日常的な緊張のせいか、帰り路は疲労感にドーと襲わ

れ、満員電車の車中で目を開けているのがヤットという思いでした。

いただいた賞状は、現時点では実利的な価値はありません。しかしな
がら、自分の勉強が評価された証というだけでもうれしい事です。
何のために一生懸命に勉強するのか。その時はわからないけど、
やがて巡り巡って、勉強が役に立っていると気づく機会がある
（出会いの幸運）
これはおもしろそうだと感じたら、まずやってみることです。それは
絶対に後で役に立つと思います。（駿台予備校：大島康彦講師）

ろうかと悩んでしまいます。

興味のある方は、ホームページのリンクに[JMOOC GACCO]という項

来年には「よくわかる！ｉＰＳ細胞」（京都大学iPS細胞研究所）

目をがありますのでクリックしてください。

ブラックホール入門（立教大学北本 俊二）講座も始まります。

自分の好みの講座が見つかったら、ぜひ会員登録をお願いいたします。

