
文庫あれこれ◆7 月の文庫は、特にお天気が気が

かりです。殆どこの時期台風が接近しているから

です。週末千客万来(少し大げさ)なので、今日は早

朝から母屋の寝具の洗濯、布団干しをしました。夕

方から雨の予報でしたから。3時頃ポツリと来て慌

てて布団や洗濯物を取り込んだのですが、日にち

が変わって今は霧雨のようです。外は靄っていま

す(16 日 1:30am※この後、雨は音を立てて降り

始めました。)。どうぞ、日曜(海の日のおはなし会)、

月曜(子どものためのおはなし会)に台風がずれ込

みませんように。◆つたない文庫便り(Ｍｒ．Ｎに

言わせると誰もほとんど読んでいないよ)ですが、

いつも表紙のスペースを埋める苦労があります。

今までの 7 月の文庫便りを繰ってみました。以前

はもっと工夫があったような気がします。感性も

鈍ってきていますね。これも年のせい?! ◆そんな

時のお助け本は、階段の脇の「詩・ことば」の書棚

です。様々な詩集のほかに、『食彩の文学事典』『日

本人の愛したことば』『できる大人のモノの言い方

大全』『広辞苑の中の掘り出し日本語』『昭和ことば

辞典』『月の名前』『くらしのこよみ』等など。ペラ

ペラめくるうちに、文庫便りのネタ探しを忘れて

読みふけったりします。たまには、頭の体操にどう

ぞ。◆雨がウッドデッキの汚れを洗い流してくれ

ましたが、風が強くなって姫沙羅が大きく揺れて

います。一面靄の中 (16 日)。◆今月の沙羅の樹文

庫は、玄関先の雨どいを新たにし、もっこうバラの

柵ができ、少しお掃除も念入りにして、更なる 1 年

を迎えようとみなさんをお待ちしています。ひぐ

らしが鳴いています (17 日)。◆海の日のおはなし

会も今年で 15 回、ぜひぜひいらしてください。子

どもたちも頑張ります。週末、お天気になあれ!  

(西村) 

       

 

 
 
 
 
 
 

  

✿2015開館スケジュール✿ 
◆7月は通常 18日(土)19日(日） 
★19 日夕方は海の日のおはなし会

✿20日（祝日） 
開館記念・子どものためのおはなし会 

貸出なし・午前のみ 
 
◆8月は変則 14日(金)～18(火)long 
◆9月は通常 19日(土)20日(日) 
◆10月は通常 17日(土)18日(日) 
◆11月は通常 14日(土)15日(日) 
◆12月は通常 19日(土)20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 11:00 
「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 
 

 

No.107 2015年７月号  

沙羅の樹文庫 0557⁻51⁻3737 
http://www.saranokibunko.com 

新たに、どんぐり企画さんのご好意で

遠笠山道路沿いの元スパゲッティ屋

さんの駐車場と、グラナダさんのご好

意で（11:00～14:00、17:00 以降

を除き）グラナダさんの駐車場を開館

中は使わせていただけます。変わらず

ご近所の迷惑にならぬようご留意く

ださい。（さらのき）  
7月で文庫は開館して 10年目に入ります。 

恐縮ですが、会員更新をお早目にお願いいたしま

す。                   (沙羅の樹文庫) 

 

 

 

この道をゆけば 海に出る 
かもめ飛び交い 波くだけちる……。 

 
56～7年前、ラジオドラマのこんな主題歌を歌いな

がら、高校生の私は大室山からの道を降りてきまし
た。幹線道路を折れると、どこも丈の高い草で覆われ
石ころだらけの道なき道でした。今みなさんが住んで
おられる辺りもきっと…。8月に入ると、M さんの脇
の道には、赤とんぼが群がって飛んでいましたっけ。 

夏山や 一足づつに 海見ゆる  
                 小林一茶 
 
炎天の 遠き帆や わが心の帆 
                 山口誓子 
 
水に入るごとくに 蚊帳をくぐりけり              

三好達治 
 
かんがえて 飲みはじめたる一合の 
     二合の酒の 夏のゆふぐれ 
                 若山牧水 

 (大岡信撰『名句 歌ごよみ夏』)
夏』)より 

 

 
 
 

  
『ケアのカリスマたち―看取りを支えるプロフェッショナ

ル―』 上野千鶴子著 亜紀書房刊 2015年 3月

第１版  
 

私は前から上野千鶴子のファンである。フェミニス

トと呼ばれているが、とにかくやわな女性ではな

く、彼女と議論しても、其処等の論客は一発でノッ

クアウトされてしまうだろう。頭脳明晰に加えて勉

強家で、リアリストだから、事実をよく調べてきちっ

と押さえている。 

彼女の名著「おひとり様の老後」（2007年）の発展

したこの本は、いよいよ、どこで、どう死ぬか－

「いかに死ぬか」の大問題を取り上げている。彼

女自身が、独身、構ってくれる家族はいない、し

かし病院では死にたくない、自宅で、一人でうまく

死ぬにはどうしたらよいのかという観点から、医

療と介護の現実に迫っている。面談相手の 11 人

がみんな凄い人達で、著者のご希望に対応してく

れそうな場所もある。まあ介護保険ができている

ので、現実性が出て来たが、幸福な「自宅死」の

実現にはまだ一寸時間がかかるかなと思うけど、

方向は賛成ですね。 

（個人的には私もある大病院に 

1か月弱入院したとき、廊下を 

歩いていて、「病院で死ぬとい 

うこと」がどういうものかを見せ 

られました。ある狭い個室で瀕 

死の患者が医者に最後の凄い 

心臓マッサージを受けていると 

ころ、その病人は亡くなったが 

個室が狭いので、廊下で泣き 

じゃくっている親族たち、さりげなく来る黒服の葬儀屋

さん、思い出すだけでぞっとしますね。） 
 

２０１５年７月に読んだ本についての感想  ２０１５．７．１６  by  森林浴 

『吉田健一』   長谷川  郁夫著   新潮社刊  

2014年 9月第１版 
 

ずっしりと重く 5000円もする本。著者は「編集者」で、

自分の出版社も持っていたが、それは潰してしまっ

たらしい。文学者の評論を書くには、同業の文学者

でもよいのだが、編集者が書くというのもあり、その

場合は特定の文学論に立脚して（それにこだわっ

て）書く文学者による評論とは異なってやや平凡に

なりやすいものの、事実を公平に正確にもれなく記

すというメリットがあるみたいだ。この本は事実を徹

底的に網羅・記録しているようで、いわば吉田健一

全記録というところに価値があるのかも。小説や詩

を書くわけではない吉田健一は、やや一般的な人気

は起こらないが、池澤夏樹編集の日本文学全集に

は 1 冊で採用されているように、プロの文学者の間

では評価が高いようだ。それにしても、吉田健一の

大酒吞みと健啖家ぶりには恐れ入る。 
 

『気になる人』  渡部京二著  晶文社刊  2015

年 5月  第１版 
 

「熊本日日新聞」に連載されたものをまとめたもの。 

今年 85 歳になる著者は、しっかりと熊本市に根を生

やして、時勢に流されず、ぶれない健筆を振るって

いるなかなか今時珍しい硬派の人物。（水俣病の詩

人―石牟礼道子さんーを長年陰で支えたことは知る人ぞ

知る。） これは、著者が関心を持った地元でユニー

クな活動をしている９人についての面談記録で、この 

うち、私が名前を知っていたのは、勝手に「独立国家 

を作って総理大臣になった」建築家・坂口恭平氏と、

朝日新聞にもよく出てくる詩人・伊藤比呂美さんのみ 

だったが、他の人もなかなか面白い。 
 

『フォト・ストーリー 沖縄の 70 年』 石川 文洋 

著 岩波新書 2015年４月第１版 
 

著者は沖縄生まれのフォトジャーナリストで、い

わゆる戦場カメラマンでもあり（ベトナムの取材

記録が生かされている）、商売柄、写真がいっぱ

い入っていて、沖縄に関するすべての問題を網

羅していて、読みやすくて立派な本。沖縄の歴

史は小国（日本に統合される前は、琉球王国だ

ったのだ）の悲しい運命を象徴している。日本に

吸収されなかったら、中国の一部になっていたのだろ

うか。太平洋戦争時の救いのない悲惨な戦場の

話、占領されてベトナム戦争の基地になったこ

と、その後の基地定着化の悲劇、すべて全くつ

いていない沖縄。ここには書いてないが、日本

の皇室に対する沖縄人の特殊な思いー昭和天皇

がマッカサー元帥に、沖縄の占領は長期にしてほし

いと言ったという事実―なども沖縄人の喉に引っ

かかった棘になってもいるだろう。 

「あとがき」で辺野古移転問題に関して、著者は

はっきりと安倍晋三政権を批判し、政権に妥協

した仲井眞前沖縄県知事を「史上最低の知事」

と断じている。 

 

 

 

沖縄の県花・デイゴ 
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絵 本 

『ここがすき』(きたやまようこ作 こぐま社) 

ID11634 

『しっぽ』(長新太さく のら書店 2015） 

ID11637※復刊 

『ぼうし』(長新太さく のら書店 2015） 

ID11635※復刊 

『キリンのセラフィナ』(ロラン･ド･ブリュノフ

作  BL出版 2015）ID11638 

外国の絵本 

『おおきなカエル ティダリク―オーストラリ

ア ボリジニ・ガナイ族のお話―』(加藤チャコ

再話・絵 福音館書店)ID11641  

『あかいほっぺた』(ヤン・デ・キンデル作 野

坂悦子訳 光村教育図書)ID11642  

『ちいさいきみとおおきいぼく』(ナディーヌ・

ブラン・コム文 オリヴィエ・タレック絵 

礒みゆき訳 ポプラ社)ID11643 

考えてみよう・ノンフィクション 

『平和を考えるこども俳句の写真絵本』(小学館

2015)ID11644 

『「けんぽう」のおはなし』(井上ひさし原案 武

田美穂絵 講談社)  ID11645  

 

 

 

『電車で行こう! 15  

ハートのつり革をさ 

がせ! 駿豆線とリゾ 

ート 21 で伊豆大探 

検! !』(豊田功著 集英 

社 2015) 

ID11639 

 

 

15 年７月に入った子どもの本  

 

2015 年読書感想文・課題図書 入庫 
小学低学年： 

『クレヨンからのおねがい』(ドリュー・デイ

ウォルト文 オリヴァ―・ジェファーズ絵 

木坂涼訳 ほるぷ出版 2014）ID11626 

『はこぶ』(鎌田歩作・絵 教育画劇 2014）

ID11625 

『あしたあさってしあさって』(もりやまみ

やこ作  はたこうしろう絵  小峰書店

2014)ID11640 

※ほかに、『かあさんのしっぽっぽ』ID11061

は既に在庫 

中学年： 

『ぼくはうちゅうじん』(中川ひろたかぶん 

はたこうしろうえ アリス館 2014)ID11628 

『パオズになったおひなさま』(佐和みずえ

作 くもん出版 2014)ID11629 

※『お話きかせてクリストフ』は ID11572で

在庫  

高学年： 

『ちいさなちいさな』(ニコラ・デイビス文 

エミリー・サットン絵 ゴブリン書房 2014）

ID11627 

『レジェンド!－世の中への扉(葛西紀明選

手と下川少年団ものがたり)』（城島充著 講

談社 2014） 

中学： 

『夏の朝』 (本田昌子著  福音館書店

2014)ID11630 

『うなぎ ひぐらしが鳴いています。一億年

の謎を追う』(塚本勝巳著 学研教育出版

2014)ID11632 

※『ブロード街の 12日間』ID11410で在庫  

高校： 

『ペンギンが教えてくれた物理のはなし』

(渡辺佑高著 河出書房新社 2014）ID11633 

※『希望の海へ』は ID11409で在庫 

 

大人も子どもの本を・・・２。 
 
『夏の朝』(本田昌子著  
木村彩子絵 福音館書店) 
 
 本にふれる時、題名や表紙 
の美しいことに魅かれて読み 
始めることがある。 
『夏の朝』は鮮やかな紅色の 
蓮の花の表紙だった。主人公 
の中 2 莉子が祖父の一周忌法 
要に、亡母の生まれ故郷へ行 
き、在りし日の祖父との日々 
を想うなかで、脳裏に浮かんでくる光景を追う。 
 その時、ひとりの老婦人から、蓮の花を咲かせたの
は祖父であったことを聞く。そして、蕾の中にはだれ
かの「想い」があり、蕾がひらく時の音を聞いた人だ
けがその「想い」を受け取ることができると、その人
は言う。 
 その日、祖父の家に泊まった莉子は、朝方、夢のな
かか現実かわからない空間で、過去の主人公となり、
若き祖父を通して蓮の花にまつわる様々なことを体
験する。 
 時代を超えて展開する、蓮池のまわりの樹木も草花
も季節の移り変わりに合わせて次々に交代する。 
 本のなかから、花のあわい匂いや、立ち込める空気、
音、幻想的な光景が伝わってきた。  （Mrs.Booker） 
 
✿『夏の朝』は課題図書(中学)にもなっています。 

沙羅の樹文庫だより１０７－２ 

 

 

20日開館記念・子どものためのおはなし会 

✿てあそび・わらべうた✿はなさかじい✿かっぱと

てんぐとかみなりどん(紙芝居)✿ホットケーキ✿キ

ーキーきしむ脚✿ウサギとオオカミ✿世界のなぞと

き話(みんなで謎を解いていくよ!) 

 

 

 

(土)15日(日) 

 

 

 

 

 

９ここから寄贈・文庫 新書 

 

フィクション 

『利休の闇』(加藤廣著 文藝春秋 2015）

ID16262※request 

『ティーンズ・エッジ・ロックンロール』(熊谷達

也著 実業之日本社 2015)ID16261 

『朝が来る』(辻村深月著 文藝春秋 2015) 

ID16260 

『宰相 A』 (田中慎弥著  新潮社 2015）

ID16253※request 

『オールド・テロリスト』(村上龍著 文藝春秋

2015)ID16251 

『ヒトリコ』(額賀澪著 小学館 2015) ID162 

56 

『ラプラスの魔女』(東野圭吾著  角川書店

2015）ID16259 

『あの家に暮らす四人の女』(三浦しをん著 中

央公論新社 2015)ID16266 

『日付変更線  上・下』 (辻仁成著  集英社

2015)ID16267～16268 

 

『孤児列車』(C.Ｂ.クライン著 田栄美奈子訳 

作品社 2015)ID16252※request 

『歩道橋の魔術師』(呉明益著 天野健太郎訳 

白水社 2015）ID16255 

『失われた時を求めて 全 1 冊』(マルセル・プ

ルースト作 角田光代・芳川泰久編訳 新潮社

2015)ID16269※request 

『子供時代』(リュドミラ・ウリツカヤ著 沼野

恭子訳 新潮社 2015）ID16271 

『バースデイ・ストーリーズ』(村上春樹編訳 中

央公論新社 2015)ID 16270 

 

 

 

15 年７月に入ったおとなの本  

 
エッセイ・詩 

『昭和残影―父のこと』 

(目黒考二著 角川書店 2015)ID16263 

『居場所がない男、時間がない女』 

(水無田気流著 日本経済新聞出版社 2015）

ID16258 

『忘れられた詩人の伝記―父・大木惇夫の軌

跡』 

(宮田鞠栄著 中央公論新社 2015)ID16272 

『日本海物語―世界地図からの旅』 

(中野美代子著 岩波書店 2015)ID16273 

ノンフィクション 

『日本のもっとも美しい図書館』 

(立野井一恵文 エクスナレッジ 2015) 

ID16274 

『ブラック企業２ 虐待型管理の真相』 

(今野晴貴著 文春新書 2015)ID※request 

『一流の人は本気で怒る』 

(小宮一慶著 文春新書 2015) 

『生きて帰ってきた男』 

(小熊英二著 岩波新書 2015)ID16257 

『ことばと発達』 

(岡本夏木著 岩波新書)ID16166 

 

寄贈いただきました。 
 
『あんじゅう』(宮部みゆき著 中央公論新社) 

ID16248 

『盤土の敵』(北村薫著 講談社)ID16250 

『ニッポン硬貨の謎』(北村薫著 東京創元社) 

『証言・臨死体験』（立花隆著 文藝春秋）ID 

16239 

『シナリオ無頼』(中島丈博著 中公新書)ID 

16246 

『幻の祭典』(逢坂剛著 文春文庫)ID16240 

『R.P.G』(宮部みゆき著 集英社文庫) ID 

16244 

『あほらし屋の鐘が鳴る』(齋藤美奈子著 文春

文庫)ID16243 

『閉門謹慎 鎌倉河岸捕物控 26』(佐伯泰英著 

ハルキ文庫 2015 )ID16237 

『ぶらり平蔵―吉宗暗殺』(吉岡道夫著 コスミ

ック文庫)ID16238 

『空の梅―おろく医者覚え帖』(宇江佐真理著 

講談社文庫)ID16245 

『ころげそう』(畠中恵著 光文社文庫)ID16 

241 

『つくもがみ貸します』(畠中恵著 角川文庫) 

ID16242 

 

 

 

 

 

ミナック・シアター 
左の写真は、イギリス・コーンウォル地方の海
岸にある石の野外劇場です。これをひとりの女
性(ロウィーナ・ケイド)が 50 年の歳月をかけ
て、自ら石を運び積み上げて作りました。シェ
イクスピア劇も上演されます。10 年ほど前、
ここに立ち、いつかここで、語りをやってみた
いと図々しくも思ったものです。(さ・ら) 

今期の芥川賞『火花』と直木賞『流』入っています。 


