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今年もあと 1 か月半 
 

✿これからの開館スケジュール✿ 
◆12月は通常 20日(土)21日(日) 
◆来年 1月は通常 17日(土)18日(日) 
◆2月は通常 14日(土)15日(日) 
◆3月は通常 14日(土)15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◆晩秋にしてはあたたかな昼下がり、駅
からの道にススキがやさしい風に揺れてているのを見
かけました。でも今まですごい風で大室山のリフトが
止まってたんですよ、と運転手さん。◆姫沙羅は葉を
落とし、文庫からあたりの景色が変わって見える季節
です。◆私が係わっている団体・親地連で出している
「子どもと読書」(文庫の何人もの子どもたちが感想文
を書いて載っています)で、次号に<日本の神話>を取り
上げます。私たち世代は「いなばのしろうさぎ」「ヤマ
タノオロチ」などのお話を親しみました。が、長い間、
色々な意見があり敬遠されていたのですが、また小学
校の教科書でとりあげるようになってきました。◆話
が跳ぶのですが、私がおはなしの講師で毎秋行ってい
る南千住図書館のそばに「素盞雄神社」というのがあ
ります。前を通るときには私も頭を下げのですが、<ス
サノオが長旅で疲れ宿を求めたとき、この地の兄弟の
うち泊めてくれた兄にお礼として厄払いの方法を教え
ていった、その後その地に疫病が蔓延したとき、兄の
家はその教えを守って助かった。その後土地の人は「蘇
民将来(兄の名)子孫也」こう言って難を逃れた>という
言い伝えがあります。◆先日境内で面白いものをみつ
けました。「奥の細道」に出かける前に、松尾芭蕉がこ
の近くの千住大橋をわたる際にどちらに行こうか迷っ
て 2、3 日ここの知人宅に逗留したとの立札が出てい
て、芭蕉の旅立ちの記念碑もありました。◆みなさん
に入庫図書と開館予定などをお知らせしようと始め
た文庫便りがいつの間にか、12 月で 100 号を迎え
ます。少なくとも 10 年まではふんばって文庫を続け
たいと思っています。スタッフの方々も。そこで、最
近読んだ本の感想、伊豆での暮らし、日頃思うこと、
などをぜひお寄せいただいて、いつもより多めの特集
号にしたいと予定しています。メールで送ってくださ
る方、FAX の方(鉛筆でなくボールペンか万年筆で)、
12 月 15 日までにぜひぜひお寄せください。◆今年
もあと 1 か月余、お元気で過ごされますよう。◆来年
からのちょい旅は北のほうになりそうです。（西村）
14.11.14  

メール 

atsuko@big.or.jp 

FAX 

03-3709-3840 

(西村東京宅) 

 

国後・知床の付け根 
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沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737 

http://www.saranokibunko.com 

 

ほるぷ出版 2014 

この道や行く人なしに秋の暮 
           （芭蕉） 

 

 

 

大島朝焼け？(ネットからお借りしました。) 

 
芭蕉旅立ちの図(与謝蕪村画) 

 

 

 

         2014月 13日      ｂｙ   森林浴 
 

『貧困についてとことん考えてみた』  湯浅誠・茂木健

一郎著  NHK 出版新書 平成２０１２年１０月第 1 版 

発行 
 

社会運動家の湯浅誠とマスコミにもよく登場する脳科学

者の茂木健一郎が組んで、日本各地にできた「パーソ

ナル・サポートセンター」（そのうち釧路・大阪府豊中・沖

縄）を訪れて貧困対策の福祉の現場・実態を探るという

プロジェクトを実施したその記録である。失業や災害な

どが原因で一度生活の歯車が狂いはじめると、生活苦

やメンタルヘルスの悪化など複合的なトラブルを抱える

ようになって、そこから一向に抜け出せない人が多いと

湯浅は言う。「貧困」と一口で言っても実態は複層して

おり、根っこには、家族の崩壊、心身の不良・病気、人

間関係の崩壊・機能不全、などが複雑に絡み合ってお

り、一件１件に異なる対応が求められ、機械的・形式的

な対応は不可能である。湯浅の「居場所」（茂木は「安

全基地というが）と「溜め」を提供することが重要という

指摘や、茂木のいう「自己責任論」はフィクションである

という診断」（湯浅は「自己責任論」が生活困窮者を追

い詰めていると言うが）は現場を実際に体験しての発

言であり、注目に値する。 
 

『日中韓を振り回すナショナリズムの正体』 半藤一利・

保坂正康著 東洋経済新報社刊 2014年１０月刊  
 

まずナショナリズムとは何か、が問題。この二人の主張

は――民衆の「ナショナリズム」はよいが、国家ナショナ

リズムには要注意と。現代日本のナショナリズムは歪

んでいる。そしてそれが形成された日本近代史を見直

して行く。第２章と第３章は日本近代史を要領よくまとめ

ていて有用である。特に第３章は日本と韓国・中国の歴

史的関わり合いーなぜ反日の感情が支配的になった

のかを歴史的事実に即して検証している重要な部分で

ある。第４章・第５章は、今後我々はどのように韓・中二

国に対応してゆくべきかについて提案している。特に第

５章は安倍晋三政権や歴史修正主義者に対する批判

と提案である。 

半藤一利氏８４歳、保坂正康氏７５歳、共に日本近代史

を永年研究してきた歴史家であり、注目の著作である。 
 

『ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ』 藤原智

美 著 文芸春秋社刊 2014年 1月刊 
 

昔私は世の中に発言したいことが沢山あるのに、その

機会・場所・方法が少ないのにいらいらしていました。

朝日新聞の「声」欄に投稿して何回か紙面に登場したこ

とはあるのですが、やっぱり皆がもっと自由に意見を開

陳する方法がないのかな、とやきもきし、そういう「自由

発表の場になる出版物」でも作ろうかなとまで考えてい

たものです。そうしたらまさにインターネットの発展・展

開で、あっという間にそういう自分の言いたいことを自

由に公衆の面前に発表できる時代になったではありま

せんか。ブログ・メール・ツイッター・フェイスブックなどま

さに言いたいことを只で発表できる場所を提供するその

理想の形であります。しかしでは今お前は自分のブロ

グを持っているか、ツイッターやフェイスブックに登録し

て交流を広げているかというと、これが実はメール以外

は一切やっていないのです。なんたること！そうしなか

ったのは、ネットの交流の世界は原則誰でも参加でき、

その殆どは書き手の身分証明は必要ないからです。端

的に言うと、ネットの場は結局無責任な発言の氾濫す

る「落書き」の場所ではないのか、そんな世界に深入り

して大丈夫なのかと恐れているからです。 

この著者は正攻法で、「ことば」の基礎から考え抜き、

人間交流の基盤は「書きことば」であり、ネットの世界が

その基盤を崩してゆくという危機感を持って、「ネットこと

ば」が氾濫するネットのつながりには「耐えられない軽

さ」があり、よって『私はこれから「ネット断食」に入る』と

宣言しています 

 

2014年 11月に読んだ本についての感想 

寄 贈 
『古希の雑考』（岸田秀著 文藝春秋）ID15828  
『官僚病の起源』（岸田秀著 新書館）ID15851  
『大学生が変わる』（新村洋史著 新日本出版社）
ID15852  『嘘だらけのヨーロッパ製世界史』
（岸田秀著 新書館）ID15853  『東京改造』
（原剛著 学陽書房）ID15854  『たたずまい
の美学』（矢田部英正著 中公新書） ID15855  
『真っ当な日本人の育て方』（田下昌明著 新潮選
書）ID15856  『「格差」の戦後史』（橋本健二
著 河出ブックス）ID15857  『地図で読む昭
和の日本史』（今尾恵介著 白水社）ID15858   
 『失われた名前』（マリーナ・チャップマン著 勁
草出版）ID15860  『「フクシマ論」―原子力村
はなぜ生まれたのか』 ( 開沼博著  青土社 ) 
ID15861  『資本主義後の世界のために』（デヴ
ィッド・グレーバー著 以文社）ID15862  『ア
ナーキスト人類学の８ための断章』（デヴィッド・
グレーバー著 以文社）ID15864  『橋本治と
内田樹』（橋本治／内田樹共著  筑摩書房）
ID15863    
『「老年症候群」の診察室』（大蔵暢著 朝日選書）
ID15865  『人生の整理術』（保坂隆著 朝日選
書）ID15866  『家族という意志』（芹沢俊介著 
岩波新書）ID15867   『ご老人は謎だらけ』
（佐藤眞一著 光文社新書）ID15868  『坊さ
んは、葬式などあげなかった』（島田裕巳著 朝日
文庫）ID15869  『別人「群ようこ」のできる
まで』（群ようこ著 文春文庫）ID15870  『「お
じさん」的思考』（内田樹著 角川文庫）ID15874  
『村上ラヂオ』（村上春樹、大橋歩著 新潮文庫）
ID15875  (わが親友 S・U さんありがとう) 
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＜フィクション＞ 

『水声』（川上弘美著  文藝春秋 2014）

ID15890   『麹町二婆二娘孫一人』（中沢け

い著 新潮社 2014）ID15898   『神坐す

山の物語』（浅田次郎著  双葉社 2014）

ID15889   『かたづの!』(中島京子著 集英

社 2014) ID15888   『どろにやいと』（戌

井昭人著 講談社 2014）ID15887    

『愛の裏側は闇Ⅲ』（ラフィク・シャミ著 東京

創元社 2014） ID15813※1～2 は在庫、

request『そして山々はこだました 上・下』（カ

ーレド・ホッセイニ著 佐々田正子訳 早川書房

2014）ID15894〜5※今度は兄妹の話 

『家族手帳』（パトリック・モディアノ著 水声

社 2013）ID15885※2014 年ノーベル文学

賞※request  『暗いブティック通り』（パトリ

ック・モディアノ著 白水社 2005）ID15892

※ゴンクール賞  『八月の日曜日』（パトリッ

ク・モディアノ著 水声社 2013）ID15896 

『語れなかった物語』（アーザル・ナフィーシー 

著 白水社 2014）※request 

＜詩集＞ 

『月蝕書簡』（寺山修司著 田中美知編 岩波書

店 2008）ID15897※request   『吉野弘

全詩集 増補新版』(吉野弘著 青土社 2014) 

ID15901 

＜新書版＞ 

『世の中どうにかなるもんだ』（北杜夫著 河出

書房新社 2014）ID15893   『書く力は、 

読む力』（鈴木信一著 祥伝社新書）ID15906 

『日本人の身体』（安田登著 ちくま新書2014）

ID15884 

 

 

 

 

＜エッセイ・ノンフィクションほか＞ 

『うらやましい死に方』(五木寛之編 文藝春秋

2014)ID15643   『殉愛』（百田尚樹 幻

冬舎 2014）ID15899   『天人—深代惇郎

と新聞の時代—』（後藤正治著 講談社 2014）

ID15902※懐かしの「天声人語」   『宮沢

賢治の謎をめぐって』 (栗谷川虹著  作品社

2014) ID15904   『もう一度天気待ち—

監督・黒澤明とともに—』（野上照代著 草思社

2014）ID15903   『偶然の日本文学』（真

鍋正広著 勉誠出版 2014）ID15905 

＜文庫＞ 
『N のために』(湊かなえ著 双葉文庫
2014)『砂の粒/孤独な場所で—金井美恵子自

選短編集』（金井美恵子著  講談社文芸文庫

2014）ID15883   『千日の瑠璃 上・下』

(丸山健二著 文春文庫)ID15907～8 

『背教者ユリアヌス 上・中・下』（辻邦生著 中

公文庫）ID15871～3   『ボーイズ・ビー』

（桂望実著 幻冬舎文庫）ID15760※寄贈 

『本があって猫がいる』(出久根達郎著 晶文社

2014)   『朝露通信』(保坂和志著 中央公論新

社 2014)※以上 2冊 request    

『母よ』(木村隆編)   『歓声から遠く離れて』

(中村計著)   『納豆に砂糖を入れますか』(野瀬

泰甲著)   『中国という大難』(富阪聰著 )※以

上 4 冊新潮文庫  『誘拐』(五十嵐貴久著双葉

文庫)    『日本の血脈』(石井妙子著 文春文庫)    

『ベストフレンズ』(永嶋恵美著 光文社文庫)  

『炎情』(工藤美代子著 中公文庫   『日本人

には二種類いる』(岩村暢子著 新潮新書)   

以上中西さんから

『霞幻十郎無常剣１ 烟月悽愴』『霞幻十郎無常

剣２ 虧月耿耿』(荒崎一海著 祥伝社文庫) 

『未解決』(一橋文哉著 新潮文庫) 

                          以上小野さんから 

 

（ 

＜絵本＞ 

『とってください』（福知伸夫さく 福音館書

店）ID11379※0・１・2 えほん 

『いえでをしたくなったので』（リーゼル・モ

ーク・スコーペン文 ドリス・バーン絵 ほ

るぷ出版 2014）ID11384※さ・らの今年

一押し!   『トビのめんどり』（ポリー・ア

ラキジャ作 さくまゆみこ訳 さえら書房

2014）   『ねずみきょう』（香山美子文 

遠藤てるよ画 教育画劇）ID11380 

『りんご かもしれない』（ヨシタケシンスケ

作 ブロンズ新社 2013）ID11377    

＜読み物・詩集ほか＞ 

『きいろいばけつ』（もりやまみやこ作 つち

だよしはる絵 あかね書房）ID11381※ロ

ングセラー137 刷    

『女海賊の島 上・下』（アーサー・ランサム

作 神宮輝夫訳 岩波少年文庫）ID11386

〜7   『ルパン対ホームズ』（ルブラン作 

岩波少年文庫）ID11296 

『机の上の仙人—机上庵志異』（佐藤さとる作 

ゴブリン書房 2014）ID11382   『し

ずかな日々』(椰月美智子作 講談社青い鳥文

庫) ID11383※子どもの文庫本になった   

『おひさまのかけら—「子どもの詩」20 年の

精選集』（川崎洋編 中央公論新社） 

ID11376 

＜伝記＞ 

『オウリィと呼ばれたころ』 

たころ』（佐藤さとる作 

理論社 2014）ID11378 
 

 

X さん作の木彫像 

11月に入った大人の本 11月に入った子どもの本 

 

 

 

 

しょうたいじょう 

💛 を 沙羅の樹文庫のクリスマスにご招待します💛 

 

★１２月２１日(日よう日)  午前１０：３０から１１：３０ 

★おはなし・ゲーム・プレゼントこうかん などなど 

※こうかんするプレゼントをひとつもってきてね。(３００円程度) 

                     付き添いの大人もプレゼント交換したい方はご持参ください。 

 

 

                       ごかぞく（家族）、おともだちをさそってぜひぜひきてね! 


