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✿今年の開館スケジュル✿ 
◆5月はロング 16日(金)～21日(水) 

―アートフェスティバル参加― 

若葉のころのおはなし会は 17夕です。 
◆6月は通常 14日(土)15日(日) 
◆7月は通常 19日(土)20日(日) 
★20日は「海の日のおはなし会」 
★21日は開館記念の子ども催し物 

◆8月はロング 15日(土)～20日(水) 
◆9月は通常 20日(土) 21日(日) 
◆10月は変則 25日(土)26日(日) 
◆11月は通常 15日(土)16日(日) 
◆12月は通常 20日(土)21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(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 

 

沙羅の樹文庫 大室高原７－１２２ 
０５５７－５１－３７３７ 

 

文庫あれこれ◆今日は雨です（15 日）。雨に濡れ

たさまざまなみどりを楽しみながら、「若葉」(あざ

やかな緑よあかるい緑よ・・・)を聴きながら、こ

れを書いています。明日からアートフェスティバ

ル参加で、６日間文庫を開館します。晴れていてほ

しいけど、こんな雨の日もしっとり心が落ち着き

ますね。◆ウィークデイの文庫もまた趣が違って

いいものです。日頃目に留まらなかったいい本に

気づくかも知れません。お時間見つけてぜひお出

かけを。◆昨日は、母屋の納戸を片付け、いただい

た大きな本棚(文庫からはみだした本を保管する)

を設えました。もっとも、すべて、A さんパパにや

っていただいたのですが。ついでに不要なものを

だいぶ思い切って始末できました。この決断も A

さんのおかげ。◆16 日。5 月の佳いお天気です。

若葉が日の光に輝いて目にまぶしいです。今日か

ら開館です。何回いらして借りても OK です。何

とか、アートフェスティバルの参加題目（芥川・直

木賞１５０回を記念して在庫ピックアップ、子ど

もと戦争の本、など「懐かしい本をみつけよう展」

の準備もできました。お楽しみください。◆本当に

佳い季節。自然を大いに享受しましょう。アートフ

ェスおすすめがあったら教えてください。（西村） 
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岩波少年文庫の中でも私の心に強く残
る『思い出のマーニー』が、この夏アニメ
化(スタジオジブリ)されるようです。ど
んなふうに描かれるか楽しみでもあり、
不安も大。 
子どもたちのためにと、心ある方から岩
波少年文庫拡充に、たくさんの寄付を
いただきました。少しずつふやしていき
ます。むかし、このシリーズを楽しんだ
方も多いと思います。おとなにも読み応
えありますよ。(さ・ら) 
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五月の歌 
楽しや五月 草木はもえ 
小川の岸に すみれにおう 
 やさしき花を 見つつ行けば 
  心もかろし そぞろあるき 

うれしや五月 日影ははえ 
わか葉の森に 小鳥歌う 
 そよ風わたる 木かげ行けば 
  心もすずし そぞろあるき 
 

✿モーツアルトの曲を口ずさみながら５

月というときを楽しみましょう✿ 



、 

 

 By 森林浴 

『雪男は向こうからやって来た』 角幡唯介著 集英

社発行 2011年 8月第 1版 

ヒマラヤに雪男がいる、という情報に群がってきた山

男たち。著者は新聞記者を経験しているので、内容

はなかなか客観的に書いてある。いろんな冒険家が

この話題にひきつけられて現地調査するわけだが、

結局はっきりした証拠は誰も見つけられず、依然とし

て雪男の存在は謎である。驚いたのは、なんと比島

で大戦終了後 30 年間も戦闘態勢で潜んでいた小野

田少尉を見つけて日本に連れ帰るきっかけを作った

鈴木紀夫が、今度は雪男を見つけるとて６回もヒマラ

ヤ探検に一人で挑戦し、最後には雪崩で命を失った

ということ。 
 
『烈しい生と美しい死を』  瀬戸内寂聴著 新潮社

刊 ２０１２年６月発行 

これは東京新聞に１回原稿用紙２枚ということで、

2011 年 11 月から約半年の間、毎週 6 回連載された

ものをまとめた短文の集まりで、田村俊子・岡本一

平・岡本かの子・岡本太郎・平塚らいてう・伊藤野枝・

辻潤・大杉栄・神近市子・荒畑寒村・菅野須賀子・幸

徳秋水など、とてつもない激しい人生を生きた女性と

男たちが登場。著者の書いた『美は乱調にあり・諧調

は偽りなり』の主役伊藤野枝と大杉栄がここでも主役

である。社会主義に殉ずる思想問題もあるが、ともか

く驚くのは身を焼き尽くすような強烈な男女間の愛欲。

中でも思う存分に短い人生を生き抜いた伊藤野枝は

凄い。こういう生き方は、出家して無理やり押さえつ

けてしまったが、実は寂聴さんの本源的な欲求でも

あったのではないか、ひょっとすると寂聴さんは野枝

の生まれ変わりかもしれないなどと思ったりする。 

 

『花森安治伝  日本の暮しを変えた男』 津野海太

郎著 新潮社刊 2013年 11月発行 

かねてから興味を覚えていた面白い人物なのでこの

本を入れていただきました。彼が創業した『暮しの手

帖』は戦後最大の「国民雑誌」と言われ、現在も独特

の魅力ある生活誌として隔月発行されているが、そ

の創業者、編集人、花森安治はまことにユニークな

人物であった。昭和 63 年（1978 年）66 歳で死去、そ

の時新聞に載った追悼文の書き手を見ると彼を評価

していた人がどんな人かが良くわかる。鶴見俊輔・山

本夏彦・樋口恵子・松田道雄・杉浦明平・山口瞳など

など。太平洋戦争中、大政翼賛会で国策に全面協力

したことで「ボクは、戦争犯罪をおかした」と深く反省

し、「ぼくらの暮しをなによりも第一にする」と宣言した。 
 
『永遠の詩 ０８ 八木 重吉』 井川博年編 小学館

発行 2012年 6月 第 1版 第 2刷 

明治 31 年生まれ、昭和 2 年 29 歳で死去。娘は 14

歳、長男は 15 歳で、すべて結核で亡くなった。小川

国夫の小説「弱い神」を読んだときも感じたことだが、

結核は昔の日本人には本当に怖い病気だった。 

八木重吉の詩は青い空に切れ切れに浮かぶ白い雲

のようにはかなく美しく、読んでいると心が透明に澄

んでくるようだ。✿   ✿   ✿   ✿    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『とっぴんぱらりの風太郎』（万城目学著 文藝春秋

13）※request   『屋根屋』（村田喜代子著 講談

社 14）   『辞書になった男』（佐々木健一著 文

藝春秋 14）※request   『女のいない男たち』（村

上春樹著 文藝春秋 14）   『海うそ』（梨木香歩

著 岩波書店 14）   『あるときの物語 上・下』

（ルース・オゼキ著 早川書房 14）   『歳月』(鄭

智我著 新潮社 14)   『猫は神さまの贈り物（小

説編）』（山本容朗編 実業之日本社 14） 

『朱鳥の陵』（坂東眞砂子著 集英社）※祈・冥福 
 
『犬が私たちをパートナーに選んだわけ』（ジョン・ホ

ーマンズ著 阪急コミュニケーションズ 14） 

『にくむのでもなく、許すのでもなく』（ボリス・シリ

ュニク著 吉田書店 14）   『遁走状態』（ブライ

アン・エヴンソン著 新潮社 14）※request 

『日本の起源』(東島誠、与那覇潤著 太田出版 13)※

request   『うらやましい死に方』（五木寛之著 

文藝春秋 14）   『「死」を前に書く、ということ』

（秋山駿著 講談社 14）   『乱読のセレンディピ

ティ』(外山滋比古著 扶桑社 14)  『魂をゆさぶる

歌に出会う』（ウェルズ恵子著 岩波ジュニア新書 14） 

『ぼくの絵本じゃあにぃ』（荒井良二著 NHK 出版新

書 14）   『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 12)  『一神教

と国家』(内田樹、中田考著 集英社新書)  『物語朝

鮮王朝の滅亡』 (金重明著  岩波新書 13)※3 冊

request     

『われにやさしき人多かりき』（田辺聖子著 集英社文

庫 14）   『人間の絆 中』(モーム著 岩波文庫)

※request   『支那論』(内藤湖南著 文春学藝ラ

イブラリー)   『天才・菊池寛』(文芸春秋編 文春

学藝ライブラリー)   『近代以前』(江藤淳著 文春

学藝ライブラリー)※３冊 request 

『ビアズリー怪奇幻想名品集』（東京美術 14） 

201４年５月に読んだ本についての感想 

 神戸摩耶山からの夜景、観てきました。 

５月に文庫に新しくはいった大人の本 

『百年の孤独』『ぼくはスピーチをするために来たのではありません』（ガルシア・マルケス著 新潮社）※ご冥福を祈り、改めて読まれたらいかがですか？  



おてる 

 

絵本 

『おやすみ おやすみ』（シャーロット・ゾロトウ文 ウ

ラジーミル・ポプリ絵 岩波書店14） 

『ポッダとポッティ』（シビル・ウエッタシンハ作 福音

館書店14） 

読み物 

『しっぱいにかんぱい！』（宮川ひろ作 小泉るみ子絵 

童心社）『うそつきにかんぱい!』（宮川ひろ作 小泉るみ

子絵 童心社）※2冊 request   『そこから逃げだ

す魔法のことば』（岡田淳作 田中六大絵 偕成社 14）   

『13カ月と１３週と13日と満月の夜』（アレックス・

シアラー著 求龍堂）   『15 の夏を抱きしめて』

（ヤン・デ・レーウ作 岩波書店14） 

 ✿ 🍂 ✿ 🍂 ✿ ✿ 🍂 ✿ 🍂 ✿ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月に文庫に新しくはいった子どもの本  
子どもの本に現れた戦争～棚から顔を出した～ 

 外国の本 
『あらしの前(岩波少年文庫)』『あらしのあと(岩波少年
文庫)』(ドラ・ド・ヨング作 吉野源三郎訳 岩波書店) 

『縞模様のパジャマの少年』(ジョン・ポイン作 
千葉茂樹訳 岩波書店)  『父さんの手紙はぜんぶお
ぼえた』(タミ・シェム・トヴ作 母袋夏生訳 岩波書
店)  『バーバラへの手紙』(レオ・メーター作 上田
真而子訳 岩波書店)  『ジャック・デロシュの日記
―隠されたホロコースト』(ジャン・モラ作 横川晶子
訳 岩崎書店)  『マルカの長い旅』(ミリヤム・プレ
スラー作 松永美穂訳 徳間書店)  『ふたりきりの
戦争』(ヘルマン・シュルツ作 渡辺広佐訳 徳間書店)   
『アンネの日記』(アンネ・フランク』(エイダン・チェ
ンバーズ作 原田勝訳 徳間書店)  『壁のむこうか
ら来た男』(ウーリー・オルレブ作 母袋夏生訳 岩波
書店)  『ステフィとネッリの物語全４巻―海の島・
睡蓮の池・海の深み・大海の光―』(アニカ・トール作 
菱木晃子訳 新宿書房) 
『イングリッシュローズの庭で』(ミシェル・マゴリア
ン作 小山尚子訳 徳間書店)  『兵士ピースフル』
(マイケル・モーパーゴ作 佐藤見果夢訳 評論社) 

『戦火の馬』（(マイケル・モーパーゴ作 佐藤見果
夢訳 評論社) 
『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか?』（アレ
ン・ネルソン作 講談社）  『めぐりめぐる月』(シ
ャロン・クリーチ作 もきかずこ訳 講談社) 
『ミスター・ピップ』(ロイド・ジョーンズ作 大友り
お訳 白水社)  『日ざかり村に戦争がくる』(ファ
ン・ファリアス作 宇野和美訳 福音館書店) 
 

児童文学作家・神沢利子さんから 
 ご著書ほか、たくさんの本、いただきました。 
かんざわさんのご本『はるがきたよ』『くまさんにあげ

る』（平山英三え 福音館書店）『おきゃくはだあれ』

（岩村和朗絵 ひさかたチャイルド）『もくちゃん も

こちゃんのようちえん』（多田ヒロシえ PHP研究所）

『ちいさなき』（高森登志夫え ちいさなかがくのと

も）『流れのほとり』（福音館書店） 
 
『新世界へ』（あべ弘士作 偕成社）あまんきみこ作『こ

ぶたのぶうぶはそらをとぶ』（武田美穂え 教育画劇）

『父さんのたこはせかいいち』（荒井良二絵 にっけん

教育出版社）『くもりガラスのむこうには』（黒井健絵 

岩崎書店）『モルフ君のおかしな恋の物語』（カール・

クヌー作 今江祥智訳 BL出版）『へんてこ へんて

こ』（小野かおる文・絵 福音館書店）『ちいさな魔女

からの手紙』（角野栄子作 ポプラ社）『レモン』（小池

昌代編 村上康成画 あかね書房）『けろけろ ころ

ろ』（富山妙子絵 高橋悠治文・音楽 福音館書店）『で

んでんむし』（新見南吉作 織茂恭子絵 ハッピーオウ

ル社）『のはらのおへや』(みやこしあきこ作 ポプラ

社）『かっぱの虫かご』(松居スーザン作 ポプラ社) 

ほか  

明石海峡大橋が一望できるバーでくつろぎました。 

 
子どもの本に現れた戦争～棚から顔を出した
～ 

 日本の本 

『はだしのゲン 全10巻』(中沢啓治著 汐文社) 
『はだしのゲン 私の遺言』(中沢啓治著 朝日学
生新聞社12) 
『八月の光』(朽木祥作 偕成社 12)  『光のう
つしえ 廣島ヒロシマ広島』(朽木祥作 講談社) 
『ヒロシマ歩きだした日』(那須正幹著 ポプラ社
11)  『ヒロシマ様々な予感』(那須正幹著 ポプ
ラ社 11)  『ヒロシマめぐりくる夏』(那須正幹
著 ポプラ社11)  『少年口伝隊1945』(井上
ひさし作 講談社)  『詩集・八月の夕凪』(上田
由美子作 コールサック社) 
『ガラスのうさぎ』(高木敏子作 金の星社)  
『読まれなかった手紙』(杉田秀子作 くもん出版)   
★ざっと見回してピックアップしてみました。まだ
まだ埋もれていると思います。★ 

3.11の記憶：関連本 
『ここが家だ ベン・シャーンの第五福竜丸』『第五
福竜丸から「3.11」後へ』『3.11後の放射能「安全」
報道を読み解く』『メルト・ダウン連鎖の真相』『福島
第一原発風下の村』『原発のその先へ ミツバチ革命
が始まる』『福島第一原発―真相と展望』『取り返しの
つかないものを、取り返すために』『大震災 自閉っ
こ家族のサバイバル』『中央公論 3.11と日本の命題』
『原発のない世界へ』『死の淵を見た男―吉田昌郎と
福島第一原発の五〇〇日』『のこされた動物たち』『お
いで、一緒に行こうー福島原発 20キロのペットレス
キュー』『原発のコスト』『この国はどこで間違えたの
か』『までいの力―福島県飯館村にみる一人一人が幸
せになる力』『津波と原発』 
『3.11を心に刻んで』『ろうそくの炎がささやく言葉』
『平成の巨大津波がやってきた』『3.11大地震大津波
を語り継ぐために』『春の先の春へ』『つなみ―被災地
のこども 80人の作文集』『つなみのこどもたち』『心
のおくりびと―東日本大震災復元納棺師』『あの日の
こと』 
 



おてる 

 

～文庫にある本をピックアップしてみました!～ 

芥川賞作品 

No.100『由熙』(李良枝著 講談社89) 『ダイヤモン

ドダスト』（南木佳士著 文春文庫） 

No.115『蛇を踏む』（川上弘美著 文藝春秋96）※ 

No.116『家族シネマ』(柳美里著 講談社97) 

No.117『水滴』（目取真俊著 文藝春秋97） 

No.120『日蝕』（平野啓一郎著 新潮社98） 

No.122『夏の約束』（藤野千夜著 講談社00） 

No.125『中陰の花』（玄侑宗久著 文藝春秋０１） 

No.126『猛スピードで母は』(長嶋有著 文藝春秋02) 

No.127『パークライフ』（吉田修一著 文藝春秋 02） 

No.128『しょっぱいドライブ』（大道珠貴著 文春文庫） 

No.129『ハリガネムシ』（吉村萬壱著 文春文庫） 

No.130『蛇にピアス（金原ひとみ著 集英社04） 

No.131『介護入門』（モブ・ノリオ著 文藝春秋 04） 

No.132『グランド・フィナーレ』（阿部和重著 講談社

文庫）  

No.133『土の中の子供』(中村文則著 新潮社05) 

No.134『沖で待つ』（絲山秋子著 文藝春秋 06） 

No.135『八月の路上に捨てる』(伊藤たかみ著 文藝春

秋06) 

No.136『ひとり日和』(青山七恵著 河出書房新社０７) 

No.137『アサッテの人』（諏訪哲史著 講談社文庫） 

No.138『乳と卵』（川上未映子著 文春文庫） 

No.139『時が滲む朝』（楊逸著 文藝春秋08） 

No.141『終の住処』(磯﨑憲一郎著 新潮社09) 

No.143『乙女の密告』（赤染晶子著 新潮社00） 

No.144『きことわ』(朝吹真理子著 新潮社11) 

 『苦役列車』（西村賢太著 新潮社11) 

No.146『道化師の蝶』（円城塔著 講談社12） 

『共喰い』（田中慎弥著 集英社文庫） 

No.147『冥途めぐり』(鹿島田真希著 河出書房新社

12) 

No.148『abさんご』（黒田夏子著文芸春秋12） 

No.149『爪と目』(藤野可織著 新潮社13) 

No.１５０『穴』(小山田浩子著 新潮社14)  

 

直木賞作品 

No 108『佃島ふたり書房』(出久根達郎著 講談社

92)  

No 109『マークスの山』(高村薫著 早川書房93) 

No 109『恋忘れ草』(北原亜以子著 文藝春秋93) 

No 110『恵比寿屋喜兵衛手控え』（佐藤雅美著 講談

社93） 

No 114『テロリストのパラソル』(藤原伊織著 講談

社95) 

No 115『凍える牙』（乃南アサ著 新潮文庫）  

No 116『山妣 上下』（坂東眞砂子著 新潮社96）

※ 

No 117『鉄道員』（浅田次郎著 遊泳者97） 『女

たちのジハード』（篠田節子著 集英社97）※貸出中 

No 119『赤目四十八滝心中未遂』(車屋長吉著 文春文

庫) 

No 120『理由』（宮部みゆき著 朝日新聞社98） 

No 121『柔らかな頬』（桐野夏生著 講談社99） 

No 122『長崎ぶらぶら節』(なかにし礼著 新潮文

庫） 

No 123『虹の谷の五月上・下』（船戸与一著 集英社

文庫） 

No 124『ビタミンF』(重松清著 新潮社00)  『プ

ラナリア』（山本文緒著 文春文庫） 

No 125『愛の領分』（藤田宜永著 文春文庫） 

No 126『肩ごしの恋人』（唯川恵著 集英社文庫） 

No 127『生きる』（乙川優三郎著 文藝春秋02） 

No 129『４Ｔｅｅｎ』（石田衣良著 新潮社03）  

『星々の舟』（村山由佳著 文藝春秋03） 

No 130『号泣する準備はできていた』（江國香織著 

新潮社03）  『後巷説百物語』（京極夏彦著 角川

文庫） 

No 131『邂逅の森』（熊谷達也著 文藝春秋04） 

 『空中ブランコ』（奥田英朗著 文春文庫） 

No 132『対岸の彼女』（角田光代著 文藝春秋04）  

No 133『花まんま』（朱川湊人著 文藝春秋05） 

No 134『容疑者Xの献身』（東野圭吾著 文藝春秋

05）  

No 135『まほろ駅前多田便利軒』(三浦しをん著 文

藝春秋06) 『風に舞い上がるビニールシート』（森絵

都著 文春文庫） 

No 137『吉原手引草』（松井今朝子著 幻冬舎07） 

No 138『私の男』（桜庭一樹著 文春文庫） 

No 139『切羽へ』（井上荒野著 新潮社08） 

No 140『悼む人』（天童荒太著 文藝春秋08）※貸

出中  『利休にたずねよ』（山本兼一著 PHP研究

所08） 

No 141『鷺と雪』（北村薫著 文藝春秋09）  

No 142『廃墟に乞う』（佐々木譲著 文藝春秋09）   

『ほかならぬ人へ』（白石一文著 祥伝社09） 

No 144『漂砂のうたう』（木内昇著 集英社10）貸

出中 『月と蟹』(道尾秀介著 文藝春秋10) 

No 145『下町ロケット』(池井戸潤著 小学館11)※

貸出中 

No 146『蜩ノ記』（葉室麟著 祥伝社11） 

No 147『鍵のない夢を見る』(辻村深月著 文藝春秋） 

No 148『何者』（朝井リョウ著 新潮社12）  

『等伯 上・下』（安部龍太郎著 日本経済新聞出12） 

No 149『ホテルローヤル』(桜木紫乃著 集英社１３) 

No 150『恋歌』(朝井まかて著 講談社14)※貸出中  
   『昭和の犬』(姫野カオルコ著 幻冬舎14) 

芥川賞No.１～100未満は伊東市の図書館から一時的にお借りして展示しています。 


