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趣味と読書
○國學院大學北海道短期
大学部は、高校生以上の
地域の皆様に図書館を開
放しています。
○開館時間
月―金 ９:００―１８:３０
土
９:３０―１６:００
○休館日
日・祝日、他に大学指定
の休日
○利用ご希望の方は、運
転免許証など、ご自身を
証明できるものをお持ち
のうえ、カウンターで利
用登録をしてください。
○詳細は、図書館にお尋
ねください。
℡0125-23-4111

学長
私は、読書を趣味としてこなかった。仕事の
ために本や文献は読むし、新聞もザットだが
全紙に目を通す。読書は仕事の一部である。
そのために自分なりの文庫をつくる。日頃
からどんな新しい仕事が出てくるのかを予測し
ながら本や文献を集めておくのだ。予感は当
たらなかったりもするから無駄も多い。新しい
仕事ができると、おっとり刀で田村文庫に飛び
込む。

予備知識は、ほぼ整ったと勝手に思いこん
でいる。古典文法などは最初から捨ててかか
るつもりだ。問題ありだが……。
◇
さて、次は本の購入。短大部には山ほども
文献があるから、どんな本を買ったら自分向き
なのかを現物を見て判断する。
次には格安の古本を探す。一年ほどで読了
しようと計画しているが、「須磨返し」の諭しの

そんな蔵書も10年ほど前に7割がた整理し
たが、また増殖してきているのには頭が痛い。
◇
ところが、最近、こんな私の読書の仕方に

ごとくに、ほどなく遭難する可能性も高い。こん
な風に秘密を明かすのは、抜き差しならない
ように桎梏とするためだ。
学内に泰斗が多いのに、独学は独善に陥り

変化が生じてきた。自分の教養や基礎学力に
課題を感じたからだ。これらを高めるために
は、短大部の図書館は最高だ。さすがに高等

やすいは承知の上である。
恥をかきそうな気配だが、図書館の新しい
使い方に少しばかり気づいてきた。

教育機関の図書館だけある。
秘密を明かすと、今、『源氏物語』に挑戦し
ようとしている。入門書は価格も安いから自分
本学では、8年前か
ら朝日新聞のデータ
ベース「『聞蔵』Ⅱビ
ジュアル」を導入して
います。
現在、館内のWi-Fi
接続で、利用者のノー
トPC、スマートフォ
ン、i Padからも利用
ができます。どうぞご
利用ください。
なお、本学学生に
は、i Padの館内貸出
をしています。詳細
は、カウンターでお尋
ねください。

で買い求めて数冊読んだ。源氏物語絵巻は
図書館の蔵書を借り、VHSも見た。
司書のリファレンスも適切だ。

読書が趣味になりかけている。
私
が学
生だ
っ
た頃

※『国宝源氏物語絵巻を読む』和泉書院刊
現在本学図書館は、約700タイトルの
源氏物語関連図書を所蔵しています。

平成
平成27
27年度の図書館
27年度の図書館
平成２７年度末 蔵書数

合計

和書

８０，７７０冊

７２，７６９冊

● 史学資料の充実
図書館の平成27年度末の蔵書冊数は、上記の
とおりである。和書の内訳は、固定資産４２，７７１、
教育研究図書２９，９９８。洋書は、固定資産５，４２
２、教育研究図書１，４５９。視聴覚は固定資産１８
３、簿外９３７となった。
また、開学時から所蔵の教育学関係の複本と内
容が時代にそぐわない実用本合わせて１６１冊を除
籍した。
本年度は、固定資産として大日本史料、大日本
古文書等合わせて５９０冊の寄贈を受け、歴史学
の基本資料が充実した。今後はこれらの資料を学

洋書

視聴覚

６，８８１冊 １，１２０点
生のみならず、地域の方々にも活用していただくこ
とを望む。

● 二つの活動
図書・紀要委員会企画の図書館活動としては、
昨年に引き続き「文学と空知」をテーマに地元在住
の作家不破俊輔氏を招いて講演会を実施した。（１
０月２日）この他、学生の読書欲を喚起したいとの
趣旨で「ブックレビューコンテストを実施した。双方
の行事の経験を踏まえ、次年度以降も図書館から
何かをアクティブに発信し、利用者を巻き込んでい
きたいものだ。
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私達の 読むヨム
読書と私の関係性

上橋菜穂子著『精霊の守り人』ｼﾘｰｽﾞ

国文学科１年

坂田

明日香

中学生の私はある１人の作家さんの物語と出逢いま
した。彼女が描く物語には魔法がかけられているので
はないか、と今でも新刊を読むたびに思います。彼女
の物語を読んでいる間は時間も、ご飯を食べること
も、大げさに言うなら息をすることも忘れてしまうの
です。頭の中に映像が流れ込んでくるのなんて生ぬる
いものではなく、私が物語の中にいつの間にか引きこ
まれているのです。まるでその世界で生活していたこ
のようにスッと物語の世界になじんで、その土地の空
気感や食べ物の匂い、人々の息遣いまで感じられるの
です。何度読み返してもハラハラドキドキしたり、感
動したり、新鮮な気持ちでありながらどこか懐かしく
読むことができるのです。私の読書人生は彼女と出
逢ったことで一変しました。
それまでの私は本を一度読むと読み返すことがまず

自分と社会を見つめ直す
『大放言』

幼児・児童教育学科2年

菊池

壮一郎

社会はこう叫ぶ。「本を読め」と。小学校では長期
休みの間、読書の課題が出されるほどだ。ではなぜ、
社会はこんなにも読書を勧めるのか。理由をいくつか
挙げたいと思う。まず１つに、読書は心を豊かにして
くれる。本の中の登場人物の心情を考える過程を経
て、人の喜怒哀楽愛憎など、複数の感情を読み取りや
すくなる。２つ目に、人生に潤いが出る。本を読むこ
とにより、自分とは異なる生き方や境遇の人たちを知
ることで、心に刺激が与えられる。他にも多くの利点
がある。しかし、本を読まない子どもが多いのが現状
だ。一概には言えないが、それが原因で問題行動を起
こしたり、集中力の欠如した人たちが増えているので
はないだろうか。だから社会はここまで「本を読め」
と叫んでいるのだと私は考える。そんな私が今回紹介
したい本は、百田尚樹さんが著した『大放言』だ。百
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ありませんでした。一度読むと一気に興味が失せてし
まうのです。内容も結末もわかっているのだから読み
返す必要なんてないし、面白くない。面白くないなら
読みたくない。そんな風に考えていました。
私が出逢った作家さんとは児童ファンタジー作家の
上橋菜穂子さんの『精霊の守り人シリーズ』です。シ
リーズを読み進めると守られるだけだったか弱い少年
が、誰かを守る強い大人に成長していく姿など、登場
人物が成長していく姿に元気や勇気をもらいました。
また読みたい、初めてそう思える作品でした。そして
本は読み返すとまた違った景色を見せてくれることを
教えてくれたのもこの作品でした。
風景描写や人物の心情、大陸の構造や民族の生活な
どが繊細に描かれていて～なんて評論家のような、研
究者のような難しいことは私にはぼんやりとしかわか
りません。けれど、読書は面白いか面白くないか、好
きか嫌いか。がわかれば十分なのではないか、と私は
思います。読書をして何かを得なければいけないだと
かそんな風に構えずにいろんな作品を気軽に楽しんで
みてください。

田尚樹さんは「永遠の０」や「海賊とよばれた男」な
どの有名な作品を生み出しており、社会に大きく名を
はせている。
まず、今回の作品の帯文を紹介したいと思う。それ
は「思ったことや軽いジョークを口にしただけで、ク
レーム、バッシングの嵐。求められるのは人畜無害な
意見ばかり。こんな息苦しい世に誰がした？数々の物
議を醸してきた著者が、ズレた若者、偏向したマスコ
ミ、平和ボケの政治家たちを縦横無尽にメッタ斬り。
炎上発言の真意から、社会に対する素朴な疑問、大胆
すぎる政策提言まで、思考停止の世間に一石を投じる
書き下ろし論考集。今こそ我らに“放言の自由”
を！」というものである。初めて読んだ人は恐らく、
ただの屁理屈だと感じるかもしれないが読んでいくと
面白い。彼だから知り得る情報から、メディアを鵜呑
みにしてはいけないことの再確認させてくれたり、世
の中で起きている社会問題を少し口は悪いが本音で
語っている。第一章の「現代の若きばかものたちへ」
では、まさに自分のことを斬られているようで、自分
を見つめ直すいい機会になった。是非多くの学生に
「大放言」を読んでもらい、社会問題に対して自分の
考えだけではなく、幅広い意見から視野を広げ、さら
には自分自身について見つめなおしてもらいたい。
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幼児・児童教育学科1年

大森 忠

中学時代の国語の先生が仰った「読書なんてものは
読んでいる最中に楽しければそれで良い。何かを学ん
だり、感銘を受けるなどは二の次である。」という印
象深い言葉がある。この国語の先生らしからぬ言葉
は、少々乱暴な解釈かもしれないが「読書」というも
のの本質を見事に看破されていると考え、今でも本を
手に取るときに私は懐かしく恩師のこの言葉を思い出
す。日常の何気ないときに私は本を手にすることが多
い。中身はその時の気分に応じて色々な変化があるが
内容はできるだけ簡潔で短時間で区切りがつくものを
選ぶように心がけている。理由は至極簡単なのである
が「読書の魔力」に負けないためである。「オデカケ
スルカラスコシダケ」と心で唱え、さほどは多くない
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蔵書の中からお目当ての一冊を取り出すのだが、読み
始めたが最後、ごろごろと寝そべりながら「そういえ
ばあの本も読もう」などと次々に書架から本を取り出
して気が付けば夕陽も西の彼方へと消え去り、外出の
計画なども駄目になってしまうのである。読書に対す
る姿勢は恩師の訓戒に従って、学習も感銘もない。残
るのは床に散乱した本の数々だけである。本を書架の
元の位置に戻しながら「読書の魔力」に完敗した己の
不甲斐なさを反省するのである。
人はなぜ、本を読むのかと考えたことがある。娯楽
や学習「読書感想文のお題で仕方なく」など理由は
様々であろうが、一番の理由は「本が存在している」
ことだと私は考える。市中の書肆の万巻の書物にあふ
れかえる場に臨むとき多くの人は冷静ではいられな
い。「懲りずて またぞ買はむとぞ思ふ」である。本
当に懲りないのである。そんなにたくさん本を買って
一体如何するのかと思うが、多分読むのであろう。こ
うして次の休日もお出かけが駄目になってしまう。恐
るべし、されど愛しくもある、これぞ「読書の魔力」
である。

・有川浩

『レインツリーの国』から
レインツリーの国』から
図書館

西村

千夏

「……重量オーバーだったんですね」。この言葉が、いつまで

も私の中に残っています。
一冊の本が生き方を変えることもある、というのは本当だと
実感しました。
以前の図書館だよりで紹介した『エルマーの冒険』が私の原
点ではありますが、高校生のときに有川浩さんの『レインツ
リーの国』という本に出会い、そこから視点が変わったように
思います。
この本、もとは『図書館内乱』の中で登場する架空の小説
でしたが、それが実際に小説となり店頭に並んだときには、
「図書館戦争」シリーズ、そして有川さんのファンとして感動を
覚えました。
この作品は聴覚のハンデを持った女性“ひとみ”と健聴者
の男性“伸”の話です。
ある日、ひとみがエレベーターに乗ったとき重量オーバーの
ブザーが鳴るのですが、彼女は気づかずに乗り続け、事情を
知らない伸が詰ります。そこで、冒頭の台詞です。この台詞に
衝撃を受けたときのことは忘れられませんし、何度も読み返し
た今でも心に突き刺さります。
恥ずかしながら私も伸と同じで、今までブザーが聴こえない
こともある、というのは知識としては知っていても、実感されて
はいませんでした。ブザーとともにランプが点灯するなど、仕
組みの改善が必要なのではないか。他にも何か私たちが気
づけていない点はないか。この本をきっかけにして、いろいろ
と考えるようになりました。結局は想像することしかできない
ので、実際にハンデを持つ人の気持ちを本当の意味で“わか
る”ことは難しいと思います。おせっかい、余計なことなのかも
しれません。けれど、その差は埋められなくとも、普段からこう
して理解を深めようとすること、わかるための努力をしていくこ
とが重要なのではないかと思います。ひとみと伸がお互いに

歩み寄っていく姿が、今の私たちに必要な在り方なのではな
いかと感じさせてくれます。
また、ひとみと伸の関係は、今では身近に感じられる連絡
ツール・メールやブログでの交流から始まります。ネット上でし
か繋がりのない、細くて危うい関係。本名も知らないような二
人が、ネット上だけでなく実際に会うようになり、様々な理由か
らぶつかり合いながらも心を通わせていく様子に現代らしさが
見られ、共感できる部分も多々あります。そして、この二人の
やり取りを読み進めていくうち“言葉の大切さ”に気づかされ
ました。
ネット上でのやり取りは、時間をかけて言葉を選びながら入
力できる分、どんな言葉を遣うかが重要となります。言葉にそ
の人の性格や人柄が浮かんできます。ひとみは、言葉の限り
ある愛おしさを知っているから、伸の心へ響く言葉を綴ること
ができました。心温まる言葉の応酬と、時には傷つけ合う言
葉を投げつけながらも近づいていく二人が、もどかしくもあり
ながら、心地良く感じます。
私は高校生のときから縁あってラジオパーソナリティを務め
ておりますが、「言葉とは？」と常に自分に問いかけていま
す。終わりの見えない問いです。
あまり話すのが得意ではないので、慎重に言葉を選びなが
ら話すことができれば、と常々思っておりますが、ラジオは時
間との勝負なので、考える暇もなくつい口にしてしまい、あと
で失敗したなと反省することが多々あります。それはラジオに
限らず、日常会話でも同じです。
「言葉は『魔物』であり、一度口にしてしまえばもう戻らな
い」。私が放った何気ない一言で、そんなつもりはなくても傷
ついた人がいるかもしれません。逆に、私も深く心を抉られた
経験があります。言葉とは、良い意味でも悪い意味でも武器
と成り得るものです。
自分の想いをどんな言葉で、どんな風に伝えるか。時には
迷いながらも、自分だけの“言葉”で相手に届けられるように
なりたいと心から願います。
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言葉の質と量
西出
私は、休みになるとよく近くの本屋に出かけ時間を
潰します。本屋では、歩くコースもほぼ決まってお
り、滅多に他のコースを通りません。
しかし、これでは読書に偏りが出るため、時折、新
聞の新刊紹介欄で興味を引くような本があると冒険し
て違うジャンルの本棚にも足を運びます。その中の本
の一冊に哲学者フリードリヒ・ニーチェの言葉を集め
た「ニーチェの言葉」があります。全 2巻からなる本
ですが、哲学と聞いただけで難しい言葉が書いてある
のではないかと敬遠しがちですが、けっしてそうでは
ありません。その中で、皆さんに是非紹介したい言葉
があります。

「考えは言葉の質と量で決まる」
解説文によると、「ふだんわたしたちは、自分の
考えや感情を心に思ったり、誰かに語っている。そ
のとき、自分の考えや言いたいことはだいたい表現
できていると思っているばかりでなく、
相手に対して、全部ではないとしても、
ほとんど伝わっているだろうと楽観的に
思いがちだ。
しかし、このとき、自分が持ち合わせ

稔

ている言葉で自分の考えを表現している。つまり、持
ち合わせの言葉が貧しければ、表現も貧しくなってい
るし、考えや感情を本当は充分に表しているとは言え
ない。同時にまた、その言葉の質と量が自分の考えや
心も決めている。語彙の少ない人は、考えも心の持ち
方もがさつになるという具合にだ。」
自分に置き換えてみると、日常伝えたいことがあっ
ても、なかなか相手に伝わらず、もどかしくなること
がしばしばあります。ものの形や現象を言葉で正確に
表現することは難しいことだと常日頃思っています。
ただただ、自分のもっている言葉を並び立てますが、
そんな時、適切な言葉で端的に言えたらいいなと思い
ます。
自分の語彙を増やすには、多くのジャンルの本に
触れたり、情報収集のアンテナを常に高くしておく
ことが大切です。自分の人生を深く考えるこの時期
だ か ら こ そ、目 指 す 専 門分 野 を 深 め る だ け で は な
く、他のジャンルのものに触れることで、自分が所
有 す る「言 葉 の 質 と 量」を 高 め て い っ て ほ し い と
願っています。
資料 超訳「ニーチェの言葉」
白取春彦編訳
ディスカヴァー・トゥエンティワン社
※図書館に所蔵（134.9||N71）

図書館とのお付き合い
図書館

松田 慎代

私が学生だった頃の某大図書館は、閉架式だった。な
にか読みたい時は、暗い雰囲気の出納のおにいさんに貸
出票を渡して地下の書庫から出してもらうのだ。入口には
ひとり分の電話ボックスのような箱の中に、やっぱり暗い
顔をしたおにいさんがいて、学生証を見せて入館してい
た。今思うとあんな狭い箱の中にいたから明るい顔ができ
なかったのかも知れないと思う。本の背を眺めることも、読
みたい本を自由に手に取ることもできなかった。取り出して
もらった本が求める内容と違う時には、取り替えを頼むの
がいやだった。それでもよく図書館には行った。出入り自
由の参考室で事典などを眺めていた。当時おもしろかった
のは交詢社出版局編『日本紳士録』で、自分の大学の先
生の経歴やその夫人の名前・出身校なども確かに載って
いたと思う。個人情報大開放の時代だった。研究というより
は勉強だったので、友達と近くのお茶の水図書館（有料）と
日比谷図書館にはよく行った。前者は主婦の友社の最上
階にあり女性限定。後者は男女で閲覧室が分かれてい
た。どちらも私には快適だった。

貧しい学生だったが、本は自分で買うものだった。流行
りの小説などは友達同志で貸し借りもし、仲間が集まると
読後感が話題の中心となったように思う（ホントの熱い話
題はもっと別にあったかな…）。
卒業して会社に勤め、自分で心おきなく本が買えるよう
になり図書館は遠のいた。通勤電車の中では無論本を読
んでいた。狭い地下鉄のホームで電車が近づく風圧を顔
や髪に感じながら目の前にきた電車の扉が開くまで頁を閉
じなかった。乗り込んだら扉の傍に立ち指をはさんだ頁の
続きを読んだ。会社から帰ると着替えもそこそこにずっと本
を読んでいた。当時来ていたベージュ色のセーターと
チェックのスカート。柄まで蘇ってくる。
なんのご縁か、20年以上も図書館で仕事をさせていた
だいた。不思議なことだ。今はものによるが、調べたいこと
はとりあえず速攻ネットで見る。ネッ
トの中の嘘と真。これからは自分の
勘を頼りに付き合っていく。

