
文庫あれこれ◆まぶしいくらい 

の新緑です。若緑いろより少し 

薄いみどりがなぜか今年は心に 

届きます。Fさん丹精のすみれ 

もクリスマスローズも可憐で、 

小さな鈴のように蕾をつけているもっこうバラの

白い花も間もなく咲くでしょう。うぐいすが上手に

鳴いています。ここに来ると穏やかな気持ちになり

ます。庭の奥に 6 人の孫それぞれに植樹をしまし

たが、それらも若いなりに頑張って咲いています。

◆皆様のおかげで、10年誌の原稿も集まりました。

構成し本にしてくれる N さんと意見があわないと

ころもありますが、5周年のときより、分厚くなり

そうです。うれしいです。◆小学校、中学校を卒業

して進学した子ども達は新しい環境になれたでし

ょうか、元気よく通学しているでしょうか。◆読書

はいつどこでもできるものですが、育ってゆく文庫

の子ども達を見ていると、その年月のなかでどんな

ものであれ、本を通して確かな成長を感じます。涙

が出るほどうれしいことです。10年誌への原稿で

確信しました。◆夕べ、遅く娘からメールが入り、

熊本の地震を知りました。ここに来るとテレビもみ

ないので。被害はどんなでしょう。ひたひたと身近

に自然の驚異を感じますね。◆5月の文庫の日（土

曜：大きい人に、日曜:小さい人に）、恒例の若葉の

ころのおはなし会があります。特に、おかあさん、

日曜はぜひ今から予定しておいてください。小さい

子向けの＜おひざにだっこ＞のおはなし会を広く

長くやっている山の木文庫のみなさんが、楽しませ 

てくれますよ。◆アートフェスティバル開館中に、

少し棚の模様替えができればな、と思っています。

◆夫さんが北海道からようやく東京に帰りました。

4月から都内の古巣で勤務しています。もう引っ越

しはないと言っています。当方も長らく勝手気まま

に暮らしてきましたので、どうなることかと心配で

したが、規律正しい生活ができそうです。（西村） 

、

 

✿ ✿ 
◆５月はロング（アートフェス参加） 
      14日(土)～20日(金) 

✿若葉のころのおはなし会✿ 
14日夕方→大きい人向け 

   15日午前→小さい人向け 
 ゲスト：東京山の木文庫の皆さん 
◆６月は通常 18日(土)19日(日) 
◆７月は 16日(土)17日(日)&18日 

★17日夕は駅前で 
＜海の日のおはなし会＞★ 

✿18日は、＜10周年記念・子どもの
ためのおはなし会・スペシャル＞✿  

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  
✿子どものための小さなおはなし会 
毎月開館日の日曜 10:30～11:00 

★おはなし沙羅の勉強会★ 

毎月開館日(土) 11：00～13：00 

No.11６   201６年４月号 

原詞：ペーター・ハントケ 
子供は子供だった頃 
腕をブラブラさせ 
小川は川になれ 川は河になれ 
水たまりは海になれ と思った 
子供は子供だった頃 
自分が子供とは知らず 
すべてに魂があり 魂はひとつと思った 
子供は子供だった頃 
なにも考えず 癖もなにもなく 
あぐらをかいたり とびはねたり 
小さな頭に 大きなつむじ(｀｀｀) 
カメラを向けても 知らぬ顔     
 
「ベルリン・天使の詩」わらべうた 
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11:00-13:00（土） 
子どものイラスト、ネットから拝借 
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『「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本』（茂木健

一郎・羽生善治著 徳間書店刊 2016年 1月第

2版）  

題名から、てっきり認知症におびえる老年層に向

けて書かれた本とばかり思っていたが、必ずしも

そうではなく、いつまでもいきいきと暮らしたい

広い範囲の読者を対象にした本と言った方が良い

感じを受けた。中身はそんなに新味がある提案が

あるわけではなかったが、まあ訳に立つアドバイ

スは沢山ありそうです。 
 

『金融緩和の罠』（藻谷浩介・河野龍太郎・小野

善康著 集英社新書 2013年 8月第 3版）  

この本は実はもう一寸古い、なんて言ってはいけ

ないのでしょうね。2013年―安倍政権が実質ス

タートして半年後に出たこの本は、今こそ熟読玩

味しなければ、と思う良い本だ。中でも藻谷浩介

の第 1章「ミクロの現場を無視したリフレ政策」

が素晴らしいと思う。金融を緩和してデフレを退

治し、緩やかなインフレ、すなわちリフレーショ

ンを起こすことによって日本経済を活性化しよう

とするアベノミクスを根本の処で批判する藻谷氏

の主張は生活実感に即して正しいと思う。私は以 

前から、経済の基盤―生産年齢人口―が減少して

いる日本で日銀がいくらお金をじゃぶじゃぶに溢

れさせても、消費は伸びず、経済は目標の緩やかな

インフレ＝リフレにはならない、と言う彼の主張

に同感している。藻谷の偉いのは、とにかく自分で

日本中を良く歩いて現場を知っていることでしょ

う。2 番手の河野は日銀の金融緩和一本槍が招き

かねない恐ろしい副作用を指摘し、民主党時代に

経済政策に助言した小野はとにかく雇用を伸ばせ

と主張する。アベノミクス批判の先鋒となった本。 

２０１６年４月に読んだ本についての感想  ２０１６．４．１４by  森林浴 

『みんなで行こう アホノミクスの向う側 – 

平和の経済学を目指して』 浜 矩子著 かもがわ 

出版社刊 2016年 2月第１版  

これはつい最近出た本。この本屋かもがわ出版

からはなんと「さよなら安倍政権」シリーズで

何冊も安倍批判本が出ているのですね。広告に

よると、「安倍首相から「日本」を取り戻せ

‼！」という本も出していて、「日本を取り戻

せ！」と連呼する安倍首相を思い出し思わず笑

ってしまいました。この本はアベノミクスが

「第２ステージ」に入ったということで、浜さ

んが安倍政権を徹底批判した本です。 

最初に、安倍首相が 2015年 4月訪米した時

に、ある財団で講演し、「私の外交安全保障政

策は、アベノミクスと表裏一体であります」と

述べたことを取り上げ、そしてさらに「GDP

を増やしていく」ことを通じて「当然防衛費を

しっかりと増やしていくこともできます」と言

い放った。実に驚くべき発言だ。という。 

経済学が専門の浜さんですが彼女の立脚点は実

は、政治論であり、また論語（5頁）であり、

アダム・スミス（64頁）であり、キリスト教

（116頁）そして日本国憲法である。 
 

『いちばんシンプルな世界の歴史』（クリス

トファー・ラッセルズ著 島田誠 監訳 

得重達朗 訳 日本能率協会マネジメントセン

ター刊 2016年 2月第 2版  

これには驚いた。137 億年の人類の歴史を

3 時間でたどれる本と、表紙に書いてありま

す。実は私は前からこんな本が欲しかったの

ですね。著者いわく「世界史について一般的 

な知識を身につけたいと思うと、しばしば時間 

不足に陥り、情報過多に苦しむことになりま

す。――この本はそんな問題にお応えしたもの

です。」と。 

勿論私は素晴らしい出来の山川出版の「詳説 

世界史」（日本の誇るべき高校用教科書）も持

っていますから、なにか疑問があるときはそれ

を見たりできるのですが、やはり字と写真と年

表がギッシリ詰まっており、重くて、横書きで

読みにくいのです。その点この本はとっつき易

い。電車のなかに持って行ける軽さ、気安さが

あります。これで世界史の骨格をひとまずざっ

と身に着けるのが良いのでしょう。（最近さら

に「マクニール世界史講義」という筑摩学芸文

庫本<950円＞も出たらしいですが。） 

 

さらのひとりごと  

 わしの周りに 
あれよあれよと 
いう間に、建物が 
出来、月に 2日 
何だかおしゃべり 
の人たちが溢れ、 
ちっちゃかったあ 
の子たちは大きく 
なって。おとな達 
は相応に。いや、 
わしの目からみる 
と、少しも変わら 
ず楽しそうじゃ。 
主がだいぶ老けて 
きたがのう。いつ 
まで続くやら。 
でも命ある限り見守っていこうかの。 
わしは相も変わらず、葉を茂らせ、花を咲かせ、
実をならせ、葉を落とし…。 
おお誰かが私を歌にしてくれたのう。 

 日一日と若葉が萌え出す 
文庫の姫沙羅の樹 



絵 本 

『にんじんのにんにん』（アリス館 2015）

ID11957 

『まって』（アントワネット・ポーティス作 あす

なろ書房 2015） ID11958 

『さかなだってねむるんです』（ポプラ社 2015）

ID11959 

『セイウチくんをさがせ!!』（スティーヴン・サヴ

ェッジさく 評論社 2015）ID11960 

『くれよんがおれたとき』（かさいまり さく 北

村裕花え くもん出版 2015）ID11961 

『あるひ、いつものがくどうで』（サトシン作 ド

ーリー絵 えほんの杜 2015）ID11962 

『夜の神社の森のなか—ようかいろく』（大野隆

介作 ロクソン社 2015）ID11963 

『そらいろ男爵』（ジル・ポム文 ティエリー・デ

デュー絵 中島さおり訳 主婦の友社 2015）

ID11964 

『しんぞうとひげ』（しまおかゆみこ再話 モハ

メッド・チヤリンダ絵 ポプラ社）ID11965 

『子どものためのラ・フォンティーヌのおはなし』

（マーガレット・ワイズ・ブラウン再話 アンド

レ・エレ絵 あべきみこ訳 こぐま社 2015）

ID11848 

『ソメコとオニ』（斎藤隆介作 滝平二郎絵 岩

崎書店）ID11966※読み継がれ本 

『山になった巨人—白頭山ものがたり』（リュウ 

チェスク作・絵 イ サン クム/まついただし共

訳 福音館書店）ID11967※読み継がれ本 

『魔笛』（ミヒャエル・ゾーヴァ画 那須田淳文 

講談社）ID11968※おとなにもどうぞ 

 
読み物 
『ちゃいろいつつみ紙のはなし』（アリソン．アト

リー作 松野正子訳 殿内真帆絵 福音館書店

2015）ID11969 

『おいぼれミック』（バリ・ライ著 岡本さゆり訳 

あすなろ書房 2015）ID11970 

『車夫』（いとうみく作  小峰書店 2015）

ID11971 

『トンヤンクイがやってきた』（岡崎ひでたか著 

新日本出版社 2015 ）ID11972 

 

一 

 
 
読み物 
『いちごケーキはピアニッシモで』（西村友里作 

国土社）ID11973 

『むこうがわの友だち』（小浜ユリ作 ポプラ社）

ID11974 

『お昼の放送の時間です』（乗松葉子作 ポプラ

社）ID11975 

『へなちょこ探偵 24じ』（齊藤飛鳥作 童心社）

ID11976 

『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 4』（廣島玲子作 偕

成社）ID11977 

『みずがめ座流星群の夏』（杉本りえ作 ポプラ

社）ID11978 

『アカシア書店営業中』（濱野京子作 あかね書

房）ID11979 

『声の出ないぼくとマリさんの一週間』（松本聡

美作 汐文社）ID11980 

『丸天井の下の「ワーオ!」』（今井恭子作 くもん

出版）ID11981 

『自転車少年（チャリンコボーイ）』（横山充男作 

くもん出版）ID11982 

『ものだま探偵団 3 ルークとふしぎな歌』（ほ

しおさなえ作 徳間書店）ID11983 

『あの花火は消えない』（森島いずみ作 偕成社）

ID11984 

『グッドジョブガールズ』（草野たき作 ポプラ

社）ID11985 

『春と歩いた』（西田俊也作  徳間書店）

ID11986 

『地底の大冒険—タケシと影を食らう龍魔王』

（私市保彦作 てらいんく）ID11987 

『根の国物語』（久保田香里作  文研出版）

ID11988 

『遠野物語』（柳田国男原作 柏葉幸子編著 偕

成社）ID11989 

『ぼくと象のものがたり』（リン・ケリー作 若林

千鶴訳 すずき出版）ID11990 
 

ノンフィクション 

『おしいれ電車（おしごとのおはなし 電車の運

転士）』（最上一平作 講談社）ID11991 

『100 年後の水を守る～水ジャーナリストの

20年』（橋本淳司作 文研出版）ID11992  

16年 4月に入った子どもの本 

広瀬おばさんから 2016－４ 

沙羅の樹文庫だより１１６－２ 

 

フィクション 

『東京零年』（赤川次郎著  集英社 2015）

ID16618※吉川英治文学賞 

『教場２』（長岡弘樹著  小学館 2016）

ID16619※request 

『眩』（朝井まかて著 新潮社 2016）ID16620 

『公方様のお通り抜け』（西山ガラシャ著 日本

経済新聞出版社 2016）ID16621※第７回日経

小説大賞 

『黄金色の夜』（宇江敏勝著 新宿書房 2015）

ID16622※request 

『コロンビア・ゼロ—新・航空宇宙史』（谷甲州著 

早川書房 2015）ID16626 

『模範郷』（リービ英雄著  集英社 2016）

ID16623 

『インド夜想曲』（アントニオ・タブッキ著 須賀

敦子訳 白水社 1993）ID16624※request 

『プラハの墓地』（ウンベルト・エーコ著 橋本勝

雄訳 東京創元社 2016）ID16625 
 
エッセイほか 
『悲しみの秘義』（若松英輔著  ナナロク社

2015）ID16627※request 

『ほんとうに７０代は面白い』（桐島洋子 海竜

社 2014）ID16630※request 

『シベリア最深紀行』（中村逸郎著 岩波書店

2016）ID16631 

『あの世へ逝く力』（小林玖仁男著  幻冬舎

2016）ID16628 

『ポケット版「暮しの手帖」とわたし』（大橋鎭子

著 暮しの手帖社 2016）ID16629 

 

新書 

『アイヌと縄文—もうひとつの日本の歴史』（瀬

川拓郎著 筑摩新書 2016） 

 

文庫 
『黄金の少年、エメラルドの少女』（イーユン・リ

ー著 河出文庫 2015）」 

『夢のなかの夢』（タブッキ作 和田忠彦訳 岩

波文庫 2013） 

『キャロル』（パトリシア・ハイスミス著 河出文

庫 2015）※request 

『両手いっぱいの言葉—413 のアフォリズム』

（寺山修司著 新潮文庫） 

『黄色い目の魚』（佐藤多佳子著 新潮文庫） 

 

16年 3月に入ったおとなの本 
書店員が売りたい本 

2016 本屋大賞決定 

日本小説 

1位（大賞）『羊と鋼の森』（宮下奈都著） 

2位『君の膵臓を食べたい』（住野よる著） 

3位『世界の果てのこどもたち』（中脇初枝著） 

以下１０位までタイトルのみ『永い言い訳』

『朝が来る』『王とサーカス』『戦場のコック

たち』『流』『教団 X』『火花』（書誌詳細は２

月号を。  （『教団 X』以外は文庫に在庫） 

 

翻訳小説 

1位『書店主フィクリーのものがたり』（ガヴリ

エル・ゼヴィン著 小尾芙佐訳 早川書房）※ 

2位『紙の動物園』（ケン･リュウ著 吉沢嘉道

訳 早川書房）、『国を救った数学少女』（ヨナ

ス・ヨナソン著 中村久里子訳 西村書店）※ 

3位『服従』（ミシェル・ウェルベック著 大塚

桃訳 河出書房新社）、『歩道橋の魔術師』（呉

明益著 天野健太郎訳 白水社）※ 

              ※印は在庫 

 

 
 

東京のわが家から（１６年４月初め） 

 

 


