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No.143  2018年6月号 文庫あれこれ◆いつも、こだまで熱海まで来ます。 
防ぎようのない痛ましい事故でした。なぜ…。◆数
日後、田園都市線で、突如、3 人ほど右の初老の男
性が、物凄い怒声をあげながら席を立っていきまし
た。難聴の私でもうるさいなと思った彼の隣席の人
の話し声に対してでした。これは原因がありまし
た、が、怖いなと思いました。◆今朝がた?からの
雨は梅雨?霧が出ました。どうもこの頃の空模様は
（予報はあたりますが）。◆いつも「海の日のおはな
し会」に演奏してくれる 3 女から電話で、2020 年
の海の日がオリンピックにあわせて変更になると
聞きました。大事に小事は代えられない、ですかね。
20 年で 20 回のおはなし会は最終回を迎えるので
すが…。◆白いあじさいは晴れていても美しいです
が、色のあるあじさいは雨にこそ生き生きして見え
ます。勝手を言うなら雨も時にはいい! Singing in 
the Rain! ◆新聞を読んでいると、いつでも、誰か
が何とか文学賞受賞と書かれています。どれだけ文
学賞があるのでしょう。有名作家の名のついた、出
版社主催の、と。◆先月 24 日の新聞にアメリカの
作家・フィリップ・ロスが亡くなった記事が。名前
は聞いたことが、でも作品は知らない。そこでウィ
キペディアをたぐって、さらにノーベル賞作家ソー
ル・べロ―、アイザック・ジンガ―に至り、ジンガ
―は児童書があるのでよく知っていましたが、この
ユダヤ系 3 人の作品を読んでみたくなりました。◆
朝日新聞に樹木希林「語る―人生の贈り物」が連載
されていました。同い年ですし、読みながら自分の
人生もなぞっていましたが、何でこの人ばかりいい
映画に出るの、とも思っていました。でも彼女の結
末の言葉には、してやられたと。「今日までの人生、
上出来でございました。これにて、おいとまいたし
ます。」樹木さんに賛辞を送ります。◆いずれ菖蒲か
杜若と言いますが、五月のお節句に飾ったりお風呂
に入れたりする菖蒲はサトイモ科。花菖蒲、アヤメ
（文目）、杜若はアヤメ科、でも花びらの形、文様が
違うのだそうです。写真はどの花かしら。 ◆昨年読
んだお薦め本、お願いが漠然としていたため、未だ
まとめられません。◆ですが、どうぞ、他の人にも
読んでほしい本があったら、感想でもタイトルだけ
でも、いつでもお寄せください。◆今月も新刊、か
なり入れました。雨の日の読書も乙なもの?（西村） 
  

 

 

 
 

沙羅の樹文庫のHPもどうぞご覧ください!! 

http://saranokibunko.com 

 

 

晴れた日は晴れを愛し、 

雨の日は雨を愛す。 

楽しみあるところに楽しみ、

楽しみなきところに楽しむ。 

                 吉川英治 

雨の中、傘をささずに踊る人間がいても

いい。それが自由というものだ。 ゲーテ 
 

晴れた日と雨の日があって、 

ひとつの花が咲くように 

悲しみも苦しみもあって  

私が私になってゆく    星野富弘 

 

入梅、これから毎日じとじと?…でも今頃の雨、すてきな
名前が。草木を潤す甘雨・慈雨、穀物を育む瑞雨・穀雨、
そして、新緑の青葉に降る緑雨・青時雨…心も楽雨で! 

★開館日は通常は 
第 3日曜と前日の土曜です★ 
 

2018 

◆6月は通常 16日(土)～17日(日)両日 

◆7月は通常 14日(土)～15日(日)両日 

★夏のイベント：海の日のおはなし会は 

15 日(日)16:30～伊豆高原駅広場 

💛開館記念子どものためのおはなし会は 

16 日(祝)10:30～沙羅の樹文庫で開催 
※前号で夏のイベントの日にちを間違えました。
お詫びして訂正します。 

◆8月は延長 18日（土）～21日（火）の 4日間 

◆9月は通常 15日（土）～16日（日）両日 

◆10月は通常 20日（土）～21日（日）両日 

◆11月は変則 4週 24日（土）～25日（日）両日 

◆12月は通常 15日（土）～16日（日）両日 

16 日 AM クリスマスおたのしみ会あります。 
 

通常の文庫の時間 

土曜は 14:00～17:00 日曜は 10:00～15:00 

✿毎月開館日の日曜には、10:30～11:30 
子どものための小さなおはなし会があります。 

★毎月開館土曜日 11:00～13:00 
おはなし沙羅の勉強会 

よみきかせの練習・本選びの勉強にもどうぞ! 
☽よみきかせ、かたりの参考資料多数在庫 

 

     

 

 

 

 

 

2018年 6月に読んだ本の感想 
森・林・浴 

『太平洋戦争の大嘘』 藤井 厳喜 著 

ダイレクト出版刊 2017年12月 第2版 

 

著者は「朝日新聞・毎日新聞・NYタイムズ・ル

モンドなどの反日傾向のメディアと真っ向から

対立する見解を述べる」、と宣言しており、い

つも朝日新聞などを読んでいる私にはそれなり

に面白い内容でした。 

ポイントの日米戦争を起こしたのは誰かと言う

点ですが、著者はもし米国の大統領が開戦時の

ルーズベルトでなく、その前のフーバー大統領

がまだ大統領であったなら戦争にならなかった

だろうという。ルーズベルトはスターリン,チャ

ーチル、蒋介石と深い関係があり、彼こそが太

平洋戦争を起こした「狂人」だと、終戦後の

1946年（昭和21年）5月に来日した時当時の日本

占領軍総司令官マッカーサー大将に断言したと

いう。またルーズベルト大統領・チャーチル英

首相・ソビエットロシアのスターリンの三人が

謀って決めた対日ポッダム宣言で無条件降伏を

求めて、それが結果的には、トルーマン大統領

時代の広島・長崎の原爆投下になったこと、な

ども、ルーズベルトの失敗の一つに挙げられて

いる。 

そのほか、日本が結んだ日独伊三国同盟が失敗

であったこと、日本が中国で蒋介石を追い詰め

て結果的に毛沢東の共産軍を勝利させたこと、

などの日本の失敗も指摘しているが、この辺は

私も前から思っていた通りの考えである。 

 

 

※この文は先月いただいたものですが、今月にま

わさせていただきました。 

『ウエズレーの国』を読んで       

       稲取小学校３年  稲岡 宥映 

わたしの一番すきな本は、「ウエズレーの国」 

です。なぜかと言うと、自分ではできないけど、

この本の中では、いろんな発明とかがあって、お

もしろいからです。 

 まちのみんなとは、かみがたやふくがちがって

いて、みんなからいじめられている男の子が、夏

の自ゆうけんきゅうで、見たこともなく、名前を

聞いたこともないしょくぶつをそだてます。その

しょくぶつから、ふくや、食べものや、ひやけど

めなどを、自分で発明したのです。さらに、自分

なりの字と言葉や時間や、日時計も発明してしま

いました。自分で発明できるなんて、わたしには

できないから、すごいと思いました。 

 この話で一番すきなところは、その男の子が、

発明したあそびを、いじめっ子たちにも教えてあ

げたところです。いじめていた子たちにやさしく

できるのは、えらいです。夏休みがおわるころ、

いじめっ子たちともなかよくなったし、みんな、

男の子が作ったふくをきて学校へ行きました。 

 わたしは、この 

まちに、この話み 

たいな子がいたら 

うれしいです。そ 

して、発明したあ 

そびをいっしょに 

やってみたいです。 

 

 

 
 

🌼ひろえちゃんに、はじめて書いてもらいました。感じたことがしっか

り書かれていて、絵本のなかの男の子だけでなく、ひろえちゃんの

やさしさも伝わってきました。これからも好きな本のこと、書いてね。 

 

 

 
（ポール・フライシュマン 

作 ケビン・ホークス絵 千葉茂樹訳 あすなろ書房 1999)  

ID1187 

徒然に・・・ 
🌼５月の文庫の帰り、伊豆長岡の児童書店・グリムさんを

訪問。店主の飯塚須磨子さんの詩集にこんな詩が。 

雨降る山路に ヤブレガサ 

すーっとのびた茎に 赤がえるいっぴき 

この名は 破れ傘のようだから ついたとか 

ヤブレガサヤブレガサ どうしてどうして 粋な立ちすがた 

(『くさはらだより』ID12773) 

🌼５月末の土日、手ごろ価格で飲み放題が決め手で、何と

伊東温泉 I に一泊。ヴァイキング形式の夕食、夫さんは金目

の煮つけ、私はアワビの踊り食いを別注。ホテルの前の教会

わきの公園に見事な泰山木が白い大輪の花を…。 

🌼6 月 14 日、ブッカーかけの O さん夫さんが、文庫のヒ

メシャラを仰いで、これはヒコサンヒメシャラですね、と。

福岡の英彦山で発見されたからの名前だとか。ヒメシャラ

との違いは、幹、樹皮にあるとか。思いがけない発見!! い

ま、小さな白い花が人知れず落ちて、文庫の庭を覆い…。 

 ・・・★・・・★・・・★・・・★・・・★・・・ 

🌸本を読むということ・・・ 

 名前が同じというだけで、須賀敦子に惹かれ本を集めた

が、拾い読みしただけで読んだ気になって。たまたま、松山

巌著『須賀敦子の方へ』という文庫本を重ねて買ってしまっ

た(よくあることである)。で、自宅において、何気なく読み

始めた。著者の本を読まずして、その人の評論や伝記(身の

回り)を先に知るのは本道ではないかもしれない。しかし、

松山さんの恋心とでも言いたくなる愛着溢れる須賀さんの

想いや過ぎ越し方を見せられた。人が人に関心を持つとき、

自分と同じ時を生きたとか、同じ場所で息をしていたとか、

同じ人に関心があるとか、他愛のないところから繋がって

いく気がする。松山著の冒頭で読書好きな父の影響で、須賀

さんは森鷗外をたくさん読んだそうだ。と、たまたま鷗外の

「高瀬舟」を語りたいと思い続けている私は、おっ、と思う。

須賀さんは鷗外に影響を受けたのか、よし、須賀さんの読ん

だ鷗外も読んでみよう、サバの詩集も、ユルスナールもギン

ズブルグも。あちこち引っ掛かりながら、須賀敦子を読み、

須賀敦子の方へ・・・。 

 友人にＹＡ本『1945,鉄原(チョロン)』(イ ヒョン著)を

薦められた。1945 年 8 月 15 日朝鮮半島が日本から解放

された日から 47 年までの北緯 38 度線と軍事境界線の間

にある鉄原で起こった(だろう)若者たちの凄まじい生き方

が描かれている。知らないで通り過ぎてきた隣国の人々に

心が鷲掴みにされ震えた。そして、金時鐘著『朝鮮と日本に

生きる』(岩波新書)に。奇しくも金正恩とトランプ会談あり。

まったくの浅読であっても、読書とは、こうして時と時を、

人と人を、心と心を、考えを、繋いでいく・・・。(さ・ら) 

 



絵 本 

『ちびくろサンボ』(ヘレン・バーナマンさく フラ

ンク・ドビアスえ 径書房 2008)ID12766 

『はるなつあきふゆの詩』(ジュリー・フォリアーノ

詩 ジュリー・モースタッド絵 石津ちひろ訳 偕

成社 2018)ID12770 

『イオマンテ―めぐるいのちの贈り物』(寮美千子

文 小林敏也画 ロクリン社 2018)ID12769 
 

読み物  

『ふたごのカウボーイ』(フローレンス・スロボトキ

ン文 ルイス・スロボトキン絵 小宮由訳 瑞雲舎

2018)ID12744 

『メリーメリーへんしんする』(ジョーン・G・ロビ

ンソン作絵 小宮由訳 岩波書店 2018)ID12775 

『４ミリ同盟』(高楼方子著 大野八生画 福音館

書店 2018)ID12771 
 

詩 

『わたしと小鳥とすずと―金子みすゞ童謡集』(金

子みすゞ著 JULA出版局 108刷)ID12767 

『くさはらだより』(飯塚須磨子詩 こいでやすこ

絵 リーブル 2008)ID12773 
 

参考文献 

『13歳からの絵本ガイド―YAのための 100冊』

( 金 原 瑞 人 / ひ こ ・ 田 中 監 修  西 村 書 店

2018)ID12772 

『ヴァージニア・リー・バートンの世界―『ちいさ

いおうち』『せいめいのれきし』の著者』(ギャラリ

ーエークワッド編 小学館 2018)(ID12768) 

 

 

えほん 
『あいうえどうぶつえん』(小林純一詩 和田誠画 

童心社)ID12735 

『１ぽんでもにんじん』(長野ヒデ子構成・絵 のら

書店 2017)ID12734 

『かぜにもらったゆめ』(佐藤さとる詩 村上勉画 

童心社)ID12736 

『ともだちのやくそく』(中川ひろたか作 ひろか

わさえこ絵 アリス館 2018)ID12737 

『めしくわぬにょうぼう』(常光徹文 飯野和好絵 

童心社 2018)ID12733 

『ファビアンのふしぎなおまつり』(マリット・テル

ンクヴィスト作絵  長山さき訳  徳間書店

12017)ID12729 

『おじいちゃん』(梅田俊作／梅田佳子作・絵 ポプ

ラ社 2017)ID12730 

『きょう、おともだちができたの』(得田之久作 種

村有希子絵 童心社 2018)ID12731 

『いのちの木』(ブリッタ・テッケントラップ作絵 

森山京訳 ポプラ社)ID12732 

『あそぶ ! 』（ジェズ・オールバラ作絵 徳間書店

2017）ID12728 
 
外国のよみもの 
『アルバートさんと赤ちゃんアザラシ』(ジュディ

ス・カー作絵  三原泉訳  徳間書店 2017) 

ID12740 

『シロクマが家にやってきた!』（マリア・ファラー

作 杉本詠美訳 あかね書房 2017）ID12739 

『イースターのたまごの木』(キャサリン・ミルハウ 

ス作絵  福本友美子訳  徳間書店 2018) 

ID12738 
 
『クリスマスとよばれた男の子』(マット・ヘイグ文 

杉本詠美訳 西村書店 2016)ID12741 

『ぼくはO・Ｃ・ダニエル』(ウェスリー・キング作 

大西昧訳 すずき出版) ID12745 

『笑う化石の謎』(ピッパ・グッドハート作 千葉茂

樹訳 あすなろ書房) ID12746 

『列車はこの闇をぬけて』(ディルク・ラインハルト

作 天沼春樹訳 徳間書店) ID12756 

『悲しい下駄』(クォン・ジョンセン作 ピョン・キ

ジャ訳 岩崎書店 2005)ID12742 
 
日本のよみもの 
『花あかりともして』(服部千春作 出版ワークス

2017)ID12758 

『くらのそとのお針箱―お江戸あやかし物語』(水

沢いおり作 偕成社 2016)ID12759 

『100 年の木の下』 (杉本りえ作  ポプラ社

2017)ID12760 

「絵物語 古事記」（富安陽子文 山村浩二絵 偕成

社 2017）ID12753 

『明日のひこうき雲』 (八束澄子作  ポプラ社

2017)ID12751 

『 神 隠 し の 教 室 』 ( 山 本 悦 子 作  童 心 社

2016)ID12752 

『僕は上手にしゃべれない』(椎野直弥作 ポプラ

社 2017)ID12754 

『安寿姫草紙』 (三田村信之作  ポプラ社

2017)ID12755 

『いい人ランキング』(吉野万理子作 あすなろ書

房 2016)ID1275７ 

『幽霊ランナー』(岡田潤作 金の星社 2017) 

ID12747 

『夏の猫』(北森ちえ作 国土社 2016)ID12748 

 

『ミウの花まる夏休み』(きたじまごうき作 汐文

社 2016)ID12749 

18年 6月に入った子どもの本 広瀬おばさんから 新刊たくさん寄贈 

『雨の日のせんたくやさん―森の小さなおはなし』

(にしなさちこ作絵 のら書店 2016)ID12750 
 

かがくよみもの 
『もっともっと、速くなれる―パラ水泳 山田拓朗

（パラリンピックのアスリートたち）』(沢田俊子文 

新日本出版社 2018)ID12761 

『太陽系のふしぎ～プラネタリウム解説委員が答

える身近な宇宙のなぜ～』(永田美絵著 偕成社

2016)ID12762 

『ややっ、ひらめいた! 奇想天外発明百科』(マウゴ

ジャタ・ミチェルスカ文 アレクサンドリア・ミジ

ェリンスカ&ダニエル・ミジェリンスキ絵 阿部優

子訳 徳間書店 2016)ID12765 

『サメってさいこう!』（オーウェン・デイビー作 

越智典子訳 偕成社 2017）ID12764 

『地球の森のハートさがし』(藤原幸一写真・文 ポ

プラ社 2017)ID12763 

・・・・・・・・・・🌼・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィクション 

『つながりの蔵』 (椰月美智子著  角川書店

2018)ID17505 

『友罪』(薬丸岳著 集英社 2013) ID17506 

『月の炎』(板倉俊之著 新潮社 2018) ID17507 

『 あ の 夏 、 二 人 の ル カ 』 ( 誉 田 哲 也 著 

KADOKAWA2018 ) ID17508 

『地球にちりばめられて』(多和田葉子著 講談社

2018) ID17509 

『湖畔の愛』(町田康著 新潮社 2018)ID17510 

『悲体』(連城三紀彦著 幻戯書房 2018)ID17511 

『あやかし草紙(三島屋変調百物語伍之続 宮部み

ゆき著 角川書店 2018)ID17512 

『鷗外・ドイツみやげ三部作』(森鷗外著 荻原雄一

現代語訳 未知谷 2018) ID17513 

『＜ミリオンカ＞の女―うらじおすとく花暦』(高

城高著 寿郎社 2018) ID17514 
 

『日本人の恋びと』(イザベル・アジェンデ著 木村

裕美訳 河出書房新社 2018) ID17524 

『乗客ナンバー23の消失』(セバスチャン・フィツ

ェック著  酒寄進一訳  文藝春秋 2018) 

ID17525 

 

エッセイほか 
『ねみみにみみず』(東江一紀著 越前敏弥編 作

品社 2018) ID175１6 

『余白の声―文学・サルトル・在日―鈴木道彦講演

集』(鈴木道彦著 関月社 2018) ID17526 

『詩のきらめき』(池澤夏樹著 岩波書店 2018) 

ID17517 

『原発とジャングル』(渡辺京二著 晶文社 2018) 

ID17519 

『あの夏、兵士だった私―96歳、戦争体験者から

の警鐘』(金子兜太著 清流出版 2016) ID17518 

『帰る家もなく』(与那原恵著 ボーダーインク

2018) ID17515 

『モリカズさんと私』(沖田修一/田村祥蔵/藤森武/

山崎努著 文藝春秋 2018) ID17520 

『山藤章二・はじめての八十歳』(山藤章二著 岩波

書店 2018) ID17521 

『仏像 みる・みられる』(多川俊映著 角川書店 

 2018) ID17522 

『未完の巡礼―冒険者たちへのオマージュ』(神長

幹雄著 山と渓谷社 2018) ID17523 

『失われた手稿譜―ヴィヴァルディをめぐる物語』

(フェデリーコ・マリア・サルデッリ著 関口英子/

栗原俊秀訳 東京創元社 2018) ID17528 

 

新 書 

『ナポレオン 最後の専制君主、最初の近代政治家』

(杉本淑彦著 岩波新書 2018)ID17532 

『歴史と戦争』 (半藤一利著  幻冬舎新書

2018)ID17531 

『吉原はスゴイ』(堀口茉純著 PHP新書 2018) 

ID17533 

 

文 庫 
『崑崙の玉／漂流』(井上靖著 講談社文芸文庫

2018) ID17529 

『青天有月』(松浦寿輝著 講談社文芸文庫 2014) 

ID17530 

18年 5月に入ったおとなの本 文庫だより No.143-2 

みんなも詩をつくってみない？! 

 

愉快（ゆかい）な夜想曲(やそうきょく)  
 織田道代・作 

 みみずに みみは あるのかな 
 おおかみに かみのけ あるのかな 
 あめだまに めだま あるのかな 
 デコレーションケーキに おでこ あるのかな 
 かたつむりに かた あるのかな 
 うでたまごに うで どうだろう 
    ラムネに むねは あるのかな 
    パイナップルに おっぱい あるのかな 
    ところてんに こころ あるのかな 
    ぶどうに どうは どうだろう 
 よなかに おなかは あるのかな 
 あしたに あしは あるのかな 
 
これも詩だよ。思ったこと書いて、言葉で遊ぼう!! 


