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gentlewomen of the Wardrobe and Chamber one, who thought she was not of very high rank was favoured 

far beyond all the rest.

代は問題ないが）衣装や室内のお世話をする多くの高貴な女性たちの中に、ひとり

それほど身分は高くはなかったが、他のすべての女性たちより、いっそう寵愛をうけていた

  

どの天皇様の御代であったか、女御とか更衣とかいわれる後宮がおおぜいいた中に、最上の貴族ではないが

深い御愛寵を得ている人があった。

 

何とかという帝の御代のことでしたか、女御や更衣が大勢伺候していました中に、たいして重い身分では

なくて、だれよりも時めいている方がありました。（新々訳源氏物語：谷崎潤一郎）
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いつのことだったか、もう忘れてしまった。帝の後宮に女御更衣あまたひしめくその中に、そう上等とい

う身分ではないが、抜きんでた寵を得て輝く女があった。女の身分は更衣である。（窯変源氏物語：橋本治）

 

いつの帝の御時だったでしょうか。その昔、帝に深くいされている女がいた。宮廷では身分の高い者からそ

うでない者まで、幾人もの女たちがそれぞれに部屋を与えられ、帝に仕えていた。
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・『君の膵臓をたべたい』   住野よる 

人付き合いが苦手な少年がクラスメイトの桜良が膵臓の病気で

余命がもう長くないということを知ってしまうところから物語

は始まります。性格が正反対の２人はそこから仲良くなるので

すが、衝撃の結末に驚きました。“人はいつ死ぬか分からないと

いうこと”先日、そのことを考えさせられる出来事がありまし

た。いま、コロナで会いたいのに会えない人が沢山いると思い

ます。1 日でも早くコロナウイルスの終息を願うばかりです…

この本は映画化やアニメ化もされているので本が苦手な方はそ

ちらから見るのもおすすめです☆ 
・普段本を読まない私ですが、お薦めの絵本を紹介

します。くすのきしげのり作「おこだでませんよう

に」です。絵本の主人公の男の子が、いつも怒られ

てばかり、自分は悪い子なんだろうか・・・という

内容で、私もいつも子供たちを怒ってばかりいるの

で、読んでいる途中で涙が出て、反省した本でした。

そんな私を見て、子供たちは大爆笑していました

（笑） 

・私が子供の頃から大好きだった本を紹介します。L.M.

モンゴメリの『赤毛のアン』です。 

美しい自然のなかで、元気いっぱいのアンが巻き起こ

す愉快な事件の数々に、笑いあり、涙ありの、とって

も素敵なお話です。舞台になっているプリンスエドワ

ード島にも、いつか行ってみたいなと思います。大人

になっても楽しめる本なので、ぜひ読んでみてくださ
・何度も繰り返して読んでしまうのが、1953 年に書

かれたレイモンド・チャンドラーのハードボイルド

小説、「長いお別れ」。1970 年代に映画化されたので

すが、キャストがイメージ通りで、益々大好きにな

りました。 

オペラ感漂うアレクサンドル・デュマ・フィスの「椿

姫」も好きです。 

・就職したての頃後輩からプレゼントされた絵本「大

きな木」シェル・シルヴァスタイン作を紹介します。

リンゴの木が一人の友達と仲良しになりできたての果

実、枝、茎等自分の肉体をけずってまで友達に捧げる

物語です。「それでも木は、うれしかった」与える愛に

心うたれます。大人にすすめる絵本として TV で紹介さ

れました。ぜひどうぞ！ 

・昔もりやま耳鼻咽喉科のお薦めの本で出会った『100

万回生きたねこ』佐野洋子作の絵本。 

100 万回も死んで、100 万回も生きたねこ。生きる事・

必ずくる死・愛する・本当の幸せ、人生のその時々で、

読む人によって感じ方の違う深い話の絵本。子供から

大人まで楽しめると思います。 

 

・今回、何を書こうか悩んでいた時にふっと思い出さ

れたのが、沢木耕太郎さんの「深夜特急」です。一冊

の本を読むのもやっと、という自分ですが 6 冊の文庫

本を読了したのを思い出しました。コロナで外出自粛

が続く中、本の中だけでも世界を旅する気分を味わえ

るお薦めの本です。 

・子供を出産してからは絵本ばかり読むようになりま

したので、その中でもお気に入りの絵本を紹介しま

す。子供の１歳の誕生日にいただいた絵本で「大好き、

ぎゅっ、ぎゅっ」という絵本です。１日の中で子供を

いっぱいぎゅっと抱きしめる内容の絵本なのですが、

娘も意味が分かるようになり、読みながら一緒に「大

好き、ぎゅっ～」ってしてくれるので楽しいです。１

歳半くらいからお薦めの絵本です(^^) 


