
文庫あれこれ◆晩秋を味わうことなく一気に
冬?という観のこの頃ですね。◆14 日は、あい
にくの雨でしたが、翌日は晴れて東京でもスー
パームーンを見ることができましたが、こちら
は如何でしたか。◆東京のわが家は猫の額ほど
の庭しかありませんが、家の前は数百坪の庭が
広がっていました。太陽も満月も東から西に移
るのをゆったりと眺めることができました。が、
地主さんが亡くなったかして土地は売られ数戸
の戸建てが目下建築中。仕方なく 15日 6時過
ぎ外に出て満月を撮ったのですが、他家と電線
と電信柱に挟まれうまく撮れなかったのでネッ
トから拝借したのが、サウジアラビアの 14 日
の写真。幻想的ですね。◆今年は 50 年続きで、
私事ですが、結婚 50 年を迎えました。文庫を
始めた年が 40 年で、ここに友人を招いてお祝
いをしました。双方欠陥だらけの人間でまあ、
よく持った、と思います。二人してこれで一区
切りついたね、と話しています。それでも、二
人とも生きている事の幸せは大切にせねば、と
思います。◆先月は耳の補聴器をなくし、見つ
かったことを書きましたが、今回は耳からくる
目眩のことです。先日「ガッテン」で耳石の話
をしていましたが、私のは、耳石が定位置から
浮遊して起きる目眩(原因は聴神経を圧迫する
ところにできたポリープ)で、左に顔を傾けると
目が廻る状態です。これひとつとっても体全体
とつながっているようで、老化はおそろしいで
す。いまさらですが、健康で最期を迎えるため
に体を鍛えねば、と思います。皆さんも頑張っ
て。◆もう1月ちょっとで今年も終わるなんて、
何て時は早く過ぎるのでしょうか。いつも同じ
言葉で恐縮ですが、皆さん、お風邪など召しま
せんように。19日 10:00am 霧靄。（西村） 
 

 

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

 

駐車について 
駐車可能な場所： 
文庫駐車場 3台・ 
サウスフィールドさん(駐車場が空いているとき) 
グラナダさんの昼休み時間(14:00～１7:00) 
文庫下 2軒先左折行き止り道路 
上記がいっぱいの場合、スタッフに声をかけてく 
ださい。              (沙羅の樹文庫) 
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ああ 一ばん ふるいものばかりが 

どうして いつも こんなに 

 一ばん あたらしいのだろう 

  

もみじくみこ(工藤

◆12 月は変則 23（金・祝）、24（土） 

 
 
 
 
 
 
 

※23 日金曜(祝) 貸出は 12:00～15:00 まで。 
※24 日土曜は 14:00～17:00 まで。 

   お間違えのないように❤ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆2017 年 1 月は通常 14 (土)、15 (日)両日 

◆2 月は通常 18(土)、19(日) の両日 

◆3 月も通常 18(土)、19(日) の両日 

◆4 月は通常 15(土)、16 (日) の両日 

 

文庫の時間は土曜日は午後２時～５時、 

日曜日は午前１０時～午後３時 
 
✿毎月開館日の日曜には、子どものための

小さなおはなし会があります。 

午前１０：３０～１１：００ 

★おはなし沙羅の勉強会 

毎月開館土曜日 11:00～13:00 

読みきかせの練習・本選びの勉強にもどうぞ 

 

✿✿今後の開館スケジュール✿✿ 

 

★★★クリスマスおたのしみ会は 
23 日(金曜日)の午前 (10:30～11:45)です。 
300 円程度のプレゼントを持ってお出かけ
ください。★★★ 

 

 

スーパームーン in アラビアンナイト 

どうして いつも 
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おちば おちば、きの はっぱ 
山のこりすが ひろったら、 
おもちゃのおかねに するかしら。 
 
おちば おちば、きの はっぱ 
森のおさるがひろったら、 
でんしゃのきっぷに するかしら。 
 
おちば、おちば、きのはっぱ(たらんてら) 

    (与田準一作 落ち葉) 

  

大人も子どもの本を・・・⑤ 

  

大人も子どもの本を・・・⑤ 

  

大人も子どもの本を・・・⑤ 

  

大人も子どもの本を・・・⑤ 

  
 

 

 

「日本精神史 上」  長谷川 宏著   

講談社刊 2016年 3月第 5版  

 

上巻だけで 500頁の分厚い日本の精神の

歴史を書いた書。著者は哲学科を出た学

者だが、大学紛争後大学を離れて学習塾

を開いているというユニークな人。ヘー

ゲルについての論文や翻訳などで高い評

価を得ている由。上巻では、青森にある

縄文時代の「三内丸山遺跡」から始まっ

て、「古墳」、「仏教の受容」、『古事記』、

「写経」、『万葉集』、「最澄と空海」、『枕

草紙』と『源氏物語』、「東大寺の焼防と

再建」、「法然と親鸞」、など 18章が並

ぶ。下巻には「茶の湯」「本居宣長」な

ど 17章が続くようだ。 

私には、仏教がどのようにして日本に入

ってきたのか―特に朝鮮の百済の貢献を

明らかにした第 5章「仏教の受容」、漢

字から日本語を作り出した経緯を明らか

にした第 7章「写経」や、仏教の基礎を

作った二人の偉人を書いた第 10章「最

澄と空海」が特に面白かった。 

この本の素晴らしさは、現代に生きる

我々に古代を分かりやすく紹介している

ことだ、そもそも、私なんかには「古事

記」の文章はそのままでは読めない。し

かし著者は必ず読めるようにしてくれて

いる。 

 

 

２０１６年１１月に読んだ本についての感想  ２０１６．１１．１７ by  森林浴 

読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏は、「上

下１０００ ページ、３５章に及ぶ『日本

精神史』の最大の特徴は、引用にあたって

すべて、自身による現代語訳をつけている

ことである。容易なことではない。超人的

とさえ思える。」と言う。同感である。 

また、「それぞれの論にどれだけの新奇性が

あるか、私にはとても判断できない。しか

し、この書は最初に挙げた名著と並んで、

長く命脈を保つだろうことは確実に言える

ように思う。」と評している。 

 

 

伊豆高原だより 外伝 

『世界の偉人たちが贈る日本賛辞の至言 33 撰』 

         （ID8308 詩・ことばの棚に） 

日本はこれからどこに向っていくのだろう、など
と高い視野からでなくとも、自分の立ち位置が揺れ
そうなとき、こんな本も如何でしょう。 

 古く日本を訪れた人々の感想ですが、今に通ずる
ところも、またその伝統を受け継いでいきたいと思
うところも、?を感じるところもありますが、33 人
の著名人は日本をこう感じていたんだと。 

以下は日本・日本人を称賛したうえで、警告して
くれていることばのいくつかです。 

「以前に日本人が持っていた、生活の芸術化、個人
に必要な謙虚さと質素さ、日本人の純粋で静かな
心、それらのすべてを純粋に保って、忘れずにいて
欲しい」：アインシュタイン 

「日本人は慎み深く、才能があり、知識欲が旺盛で、
道理に従い、優れた素質がある。盗みの悪習を大変
憎む」：シーボルト 

「生気に満ちた緑の丘と耕された尾根が全景を飾
っている」：ザビエル 

「日本人は、とても物静かで、争い事の少なく、盗
みも少ない。性質は素直で雅風がある。気候は温暖
で、草木は青く、土地は超えていて美しい」:『隋書
倭国伝』 

 

11 月の初め、夫さんは故郷広島での法事に出
かけ、愛媛の大洲市に行き、写真を撮ってきてく
れました。大洲市は渥美清の「男はつらいよ 19 
寅次郎と殿様」（ゲスト真野響子&嵐寛寿郎）の
舞台になったそうです。アラカンなんて、70 代
以上の人しか知らないでしょうね。（さ・ら） 

） 
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 松山城（漱石も眺めたでしょう） 



絵 本 

『安寿と厨子王』（堀泰明絵 森忠明文 京の絵

本刊行委員会）ID12211 

『一休』(大野俊明絵 高田桂子文 京の絵本刊行

委員会) ID12212 

『一寸法師』（三輪良平絵 斉藤洋文 京の絵本

刊行委員会）ID12213    

『牛若丸』（箱崎睦昌絵 牧村則村文 京の絵本

慣行委員会）ID12214 

『祇王・仏』（丹羽貴子絵 村中李衣文 京の絵本

刊行委員会）ID12215 

『桐壺』（畠中光享絵 石井睦美文 京の絵本刊

行委員会）ID12216 

『酒呑童子』（下村良之介絵 舟崎克彦文 京の

絵本刊行委員会）ID12217 

『竹取物語』（入江酉一郎絵 太田治子文 京の

絵本刊行委員会）ID12218 

『ものぐさ太郎』（林潤一絵 岡田淳文 京の絵

本刊行委員会）ID12219 

『羅生門』（竹内浩一絵 小沢章友文 京の絵本

刊行委員会）ID12220 以上京の絵本シリーズ 

『こめんぶく あわんぶく』（松谷みよ子ぶん 

太田大八え るぷほ出版）ID12221  
 

よみもの 

『空飛ぶトランク』（アンデルセン作 カイ・ニー

ルセン絵 荒俣宏訳 新書館）ID12222  

『ミステリアス・クリスマス―７つの怖い夜ばな

し』（ジリアン・クロスほか著 安藤紀子ほか訳 

ログリン社 2016）ID12224 

『ハリー・ポッターと呪いの子（第1部&第2部）』

（J.K.ローリング著 ）※シナリオ版(ノヴェルズ

版はない) ID12223  
 

ノンフィクション 

『君たちが知っておくべきこと』（佐藤優著 新

潮社 2016）ID12226 

『14 歳のための宇宙授業―相対論と量子論』(佐

治晴夫著 春秋社 2016) ID12225  

★中学生、高校生にぜひ読んでほしい 2 冊です。 

 

広瀬おばさんから 
絵 本 

『ジョンくんのてがみ』（新川智子作 市居みか

絵 童心社 2016）ID12184 

『のびのびおおかみ』（みやにしたつや作 ポプ

ラ社 2016）ID12185 

『ねずみくんとおばけ』（なかえよしお作 上野

紀子絵 ポプラ社 2016）ID12186 

『つきよのうた』（はせがわさとみ作 文溪堂

2016 ID12187 

『ゆうだちのまち』（杉田比呂美作 アリス館

2016）ID12188 

『とうさん』（内田麟太郎文 つよしゆうこ絵 

ポプラ社 2010）ID12189 

『げたに ばける』（新美南吉作 西村敏雄絵 

すずき出版 2016）ID12190 

『だいすきなパパへ』（ジェシカ・バクリー作 な

かがわちひろ訳・  あすなろ書房 2015）

ID12191 

『ねこがおおきくなりすぎた』（ハンス・トラクス

ラー作絵 杉山香織訳 徳間書 2016）ID12192 

『あそぼ』（エルヴェ・テュレさく たにかわしゅ

んたろうやく ポプラ社 2016）ID12193 

『ウルトラマンをつくったひとたち』（いいづか

さだお他さく 偕成社 2015）ID12194 

『わたしは映画監督 ヤング・シャーロット』（フ

ランク・ビバ作 まえじまみちこ訳 西村書店

2016）ID12195 

『日本の川 あらかわ・すみだがわ』（村松昭作 

偕成社 2016）ID12196 

『スタジオジブリの乗りものがいっぱい』（徳間

書店児童書編集部編  徳間書店 2016）

ID12197 

『おとうさんねずみのクリスマスイブ』（ダニエ

ル・カークぶんとえ わたなべてつたやく 瑞雲

舎 2016）ID12227 

『つきよの３びき』（たかどのほうこ作 岡本順

絵 童心社 2016）ID12228 

『たんじょうびはかそうパーティ』（カタリ-ナ・

ヴァルクス作  ふしみみさお訳  文研出版

2016）ID12229 

『よるのかえりみち』（みやこしあきこ作 偕成

社 2015）ID12230 

16年 1１月に入った子どもの本 

『いち、に、さんすう ときあかしましょうがっ

こう 3，2，1、ゼロ?』（宮下すずか作 市居み

か絵 くもん出版 2016）ID12200 

『ハワイアンコヌ すてきなプレゼント』（たか

なししずえ作 ポプラ社 2016）ID12201 

『こころのともってどんなとも』（最上一平作 

みやこしあきこ絵 ポプラ社 2016）ID12202 

『ぼくらのウソテレビ』（ねじめ正一作 武田美

穂画 くもん出版 2016）ID12203 

『なにがあってもずっといっしょ』（くさのたき

作 つじむらあゆこ絵 金の星社）ID12204 

『オイレ夫人の深夜画廊』（斉藤洋作 偕成社

2016）ID12205 

『さくらいろの季節』（蒼沼洋人著 ポプラ社

2015）ID12206 

『ペットのきんぎょがおならをしたら……?』（マ

イケル・ローゼン作 トニー・ロス絵 ないとう

ふみこ訳 徳間書店 2016）ID12207 

『ハンナの夢さがし』（ベっティーナ・オプレヒト

作 若松宣子訳 偕成社 2015）ID12208 

『だれにも話さなかった祖父のこと』（マイケル・

モーバーゴ文 ジェマ・オチャラハン絵 片岡し

のぶ訳 あすなろ書房 2015）ID12209 

『若冲―ぞうと出会った少年』（黒田志保子作 

国土社 2016）ID12210 

ノンフィクション 

『ブータン（世界のともだち 21）』（齊藤亮一作 

偕成社 2015）ID12198 

『ウズベキスタン（世界のともだち 36）』（百々

新作 偕成社 2016）ID12199 

 

 

フィクション 

『謎の毒親』（姫野カオルコ著 新潮社 2016）

ID16885 ※request 

『みかづき』（森絵都著  集英社 2016） 

ID16886※request 

『慈雨』（柚月裕子著 集英社 2016）ID16887 

『リーチ先生』（原田マハ著 集英社 2016）

ID16888 

『天子蒙塵  第１巻』（浅田次郎著  講談社

2016）ID16889 

『家康、江戸を建てる』（門井慶喜著 祥伝社

2016）ID16890 

『壁の男』（貫井徳郎著  文藝春秋 2016）

ID16891 

『老乱』（久坂部羊著 朝日新聞出版 2016）

ID16892 

『すべての見えない光』（アンソニー・ドーア著 

新潮社 2016）ID16893 

『木のぼり男爵』（イタロ・カルヴィーノ著 白水

社）ID16894 

『まっぷたつの子爵』（イタロ・カルヴィーノ著 

晶文社）ID16895 
 

エッセイ 

『〆切り本』（夏目漱石ほか著 左右社編集室編 

左右社 2016）ID16896 

『強父論』（阿川佐和子著 文藝春秋 2016）

ID16897 

『父母の記―私的昭和の面影』(渡辺京二著 平凡

社 2016) ID16898 

『私の「貧乏物語」―これからの希望をみつける

ために』（岩波書店編集部編 岩波書店 2016）

ID16899※request 

『戦争まで―歴史を決めた口承と日本の失敗』

（加藤陽子著 朝日出版社 2016）ID16900※

request 

『戦地の図書館―海を越えた一億四千万冊』（モ

リー・グプティル・マニング著  東京創元社

2016）ID16901 

『最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな

日常』（二宮敦人著 新潮社 2016）ID16902 

『成田屋の食卓』（堀越希実子著 世界文化社

2016）ID16903 

『三越左千夫全詩集』（三越左千夫著 アテネ社）

ID16904 

『狂う人―「死の棘」の妻・島尾ミホ』（梯久美子

著 新潮社 2016）ID16905 
 

文 庫 

『この国の空』（高井有一著  新潮文庫）

ID16906 

『走ること語るときに僕の語ること』（村上春樹

著 文春文庫）ID16907 

『個人全集月報―武田百合子全作品・森茉莉全集』

（講談社文芸文庫）ID16908 

『わたしの小さな古本屋』（田中美穂著 ちくま

文庫 2016第 3刷）ID16 ID16909 

16年 11月に入ったおとなの本 

 

よみもの 

新 書 

『丘の上のバカ―ぼくらの民主主義なんだぜ２』

（高橋源一郎著 朝日新書 2016）ID16910 

 

Nさん他の方から寄贈いただきました。『カエルの薬園』（百田尚樹著 新潮社 2016）ID16911 

『トギオ』（太朗想史郎著 宝島社文庫）ID16912『ヅカメン―お父ちゃんたちの宝塚』（宮津大蔵著 

廣済堂出版）ID16913『らくだ（新・酔いどれ小藤次６）』（佐伯泰英著 文春文庫 2016）ID16914 

 


