國學院大學北海道短期大学部

ノーチラス号の図書室

図書館だより

総合教養学科准教授
図書・紀要委員長
二ノ宮 靖史
フランスの作家ジュール・ヴェルヌの
『海底二万里』
（1870年）
は、古典的な空想科学冒険小説の傑作であ
る。パリ博物館のアロナクス教授やその助手たちが、謎の人物ネモ船長と、科学を駆使した潜水艦「ノーチラ
ス号」
で未知の生物を調査するために世界の海を旅する物語である。
ノーチラス号には居室・食堂・浴室のよ
うに日常生活に必要な設備がそろっているが、
そのひとつとして図書室が設置されている。
ノーチラス号の図書室は閑静な空間であり、1万2千冊の書物を蔵している。
それらの書物は諸学の文献や
古今の傑作である。中央のテーブルには仮綴本（まだ切られていないページを開けながら読み、
その後蔵書
として革の装丁に出す）
や新聞がところせましと載っている。
アロナクス教授はこの図書室を
「学問の宝庫」
と
評するとともに、
その巧妙なしつらえを賛嘆しつつ眺めるのである。
この「巧妙なしつらえ」
という表現は花輪莞爾先生（國學院大學名誉教授）の訳によるものであり
（角川書
店刊）、原文では“ingénieusement aménagée”である。
これは文字通りの意味では
「整えられた創意工夫」
で
あり、
さらにこの物語での図書室を位置付けるキーワードとして展開すれば、博識・洗練・進取であろう。
『海底二万里』は空想の物語である。
しかし、
ノーチラス号の図書室のように博識・洗練・進取を保つことは
規模の大小や立地を問わず、図書館の意義であり愉しみでもあるのではないだろうか。昨今は、電子書籍や
携帯端末の普及によって個人の掌中にも図書室を持つことができるが、
その場合にも当てはまることである。

入館方法が変更となりました！

平成28年度

蔵書数

合 計
81,42 2冊

平成28年度末

和 書
73,416冊

洋 書
6,881冊

視聴覚
1,125点

和書731冊、視聴覚資料5点を新たに受け入れ、平成28年度末の蔵書数は上記のようになった。
和書の内訳は、固定資産図書42,908冊、教育研究図書30,508冊。洋書は、固定資産図書5,422冊、教育
研究図書1,459冊。視聴覚資料は、固定資産183点、簿外942点となった。
また、不要になった複本等計84冊を除籍した。
今年度は特に、國學院大學史学科編入希望の学生が増加したことから、
日本史関係の図書を多く購入し
た。
平成28年度

貸出閲覧ベスト5
著者名

出版者

塩野七生著

新潮社

青木生子[ほか]校注

新潮社

フランソワーズ・サガン著 鷲見洋一訳
新潮社
[紀貫之著] 菊地靖彦校注・訳
土佐日記. 蜻蛉日記
4位
[藤原道綱母著] 木村正中 伊牟田経久校 小学館
（新編日本古典文学全集 ; 13）
注・訳
4 位 憑きもの（怪異の民俗学 / 小松和彦責任編集 ; 1） 柳田國男ほか著 小松和彦編
河出書房新社

学生証（一般の方は利用証）
のバーコードを、入り口にあるバーコード
読み取り機の赤い光にかざして下さい。
音が鳴ったら読み取り完了です。
入館時に必ず読み取りを行ってください。退館時の手続きは特に必要
ありません。

【発行】
國學院大學北海道短期大学部図書館
滝川市文京町3丁目1番1号
TEL 0125-23-4111 ／ FAX 0125-23-5590
http://www.kokugakuin-jc.ac.jp/
○開館時間
月―金 ９:００―１８:３０
土
９:３０―１６:００
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平成28年度の図書館

書名1
チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷
1位
（塩野七生ルネサンス著作集 / 塩野七生著 ; 3）
萬葉集
1位
（新潮日本古典集成 ; 第6, 21, 41, 55, 66回）
3 位 ボルジア家の黄金の血

【図書館からのお知らせ】

▲この赤い光にバーコード
部分をかざしてください。
わからない場合は、職員
にお尋ねください。

平成29年3月15日

○休館日
日・祝日、他に大学指定の休日

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。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。

活動報告【図書館主催イベント】

文学と空知「賢治の幸いを求めて

朗読と講演の夕べ」

本学は「地域に根ざした大学」
を目指しており、地域との関わり
を大切にしながら、例年図書・紀要委員会企画として講演会「文学
と空知」
を開催している。
今年度は「賢治の幸いを求めて 朗読と講演の夕べ」
と題し、
滝川市賢治を語る会の皆さんと本学演劇サークル所属の学生と
で
『銀河鉄道の夜』
の一場面の朗読をしたり、本学教員による講演
「宮沢賢治の魅力―『銀河鉄道の夜』
を中心に―」
を行った。
当日は予想を上回る多くの方々にご来場いただき、
『 銀河鉄道
の夜』
の世界に浸り、作者・宮沢賢治の理解を深めることができた。
今後もこのような事業を継続して行っていきたいと考えている。

▲朗読の風景

國學院大學北海道短期大学部
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私たちの 読むヨム
萩原葉子著『蕁麻の家』
国文学科1年

若宮

葵

私がこの國學院大學北海道短期大学部に入学してから、一人暮らしの中で勉強とアルバイトを両立させる
のは難しく、高校時代と比べて全くと言って良いほど本を読む機会がなくなってしまった。
そんな時に出会った
のが
『蕁麻の家』
という一冊の本である。
これは詩人・萩原朔太郎の娘である萩原葉子さんが自身の半生を書いた自伝的小説で、萩原朔太郎に興
味を持っていた私に安田教授が紹介してくださった作品である。読み始めると、気が付けば目覚ましが鳴る時
間まで集中していて驚いた。
この『蕁麻の家』は三部作からなる第一作目で、八歳で母が去り、父の実家で祖母の虐待と侮蔑の中で育
った
「葉子さん」
である主人公の孤独と挫折の娘時代と父の死の場面が描かれている。
この作品の中には、
も
ちろん詩人の朔太郎もいるが、実の娘から見たひとりの父親としての朔太郎がいる。
この作品を読んで、今ま
での私が知っているのは他人からみる詩人・萩原朔太郎像だけで一面を見たに過ぎなかったと気付いた。
著者の葉子さんは毎日のように祖母と叔母たちに暴言をはかれ暴力も振るわれ、
それでも父親は何もして
くれないという幼少期を送ってきた。凄惨な過去は葉子さんの処女作の
『父・萩原朔太郎』
にも載っていること
だが、
どちらかというとこの
『蕁麻の家』
の方が詳しく書かれている。
そんな状況でも彼女は父親が好きだった
のである。世間一般にみると朔太郎はいい父親と呼べないであろうが、葉子さんにとっては大好きな父親であ
った。
そう気づけたのもこの作品を読んだからである。葉子さんという娘の視点での父・朔太郎像は新鮮だった。
レポートや論文を書くために、
テーマに対しさまざまな方向からアプローチをする、
と最近教えてもらったこと
を思い出したが、私はこの作品に出会い、萩原朔太郎という人物に別の視点からアプローチをすることがで
きたのでより詳しく知ることができた。
久しぶりの読書は私に新しい知識をつけてくれた。読書はもちろん楽しむことも大切だと思うが、読書をす
ることで新しい発見があり、何か得るものが必ずあるのだと忘れないでほしい。
それはもしかしたらとるに足ら
ないことだったり、
ただ新しく何かに興味がわくだけだったりと些細な事が多いかもしれないが、着実に自分
の中では力になっていく。塵も積もれば山となる、読書は必ず力をつけてくれる。私はこれから今までより一層
時間を作って、読書をしていこうと決めた。

本学に所蔵していない本を読みたいときは、次の方法があります。詳しくは職員までお尋ねください。
①購入希望（リクエスト）
を提出する
本学学生・教職員に限りリクエストを受け付けております。
ただし、すべての本が入るわけではありません
ので、
ご了承ください。
また、時間がかかることがあります。
②他館から取り寄せる
道立図書館などから取り寄せて借りることが可能です。
③公共図書館・大学図書館に行く
学生証・身分証明書・紹介状などが必要となる場合があります。

吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』
総合教養学科２年

志賀

玲音

今まで私は普段から本を読むことはほとんどなく、
たまの機会にコンビニなどで雑誌を読むだけだった。
そ
んな私がこの本を読むようになったきっかけは、本学への入学に際して課題図書としてこの本が指定された
ことだった。最初はタイトルから硬い内容だと思ってしばらく本を開かなかったが、課題であるためようやく読
み始めた。
しかしそのタイミングがよかった。
というのも私は本州出身であるため、本学に通うために一人暮ら
しをしなければならない時だったからだ。
それ以前に一人暮らしをしたことがなく、
さらにまったく知らない場
所での新生活に大きな希望と不安を抱えながら北海道に向かう前の夜にこの本を読み始めた。本の内容は
もちろんだが読むタイミングも時には大事だと私は感じた。
この本から学べたことは計り知れないほどあった。
それはどんな境遇であっても人間らしくあること、人生
への向き合い方、自分というものを見つめ直すことの大切さ、中でも印象深く心に残っているのは、
「僕たち
は、
自分で自分を決定する力をもっている、
だから誤りを犯すこともある」
しかし
「僕たちは自分で自分を決定
する力をもっている、
だから、立ち直ることも出来るのだ」
という言葉である。
これらの教訓のおかげで視野が
広がり、人生を豊かなものにしようという前向きな心を持つことができた。私にとってこの本は人生のバイブ
ルのような存在になり、本を読むことや本質的なことを知るきっかけを与えてくれた。私は少し本が好きにな
った。

越谷オサム著『陽だまりの彼女』
幼児・児童教育学科1年

渡辺

智穂

私は、小さいときから読書が大嫌いで、全くと言っていいほど本を読むことはなかった。
しかし、
そんな私が
本を読むようになったのは、小学6年生の頃に、男性アイドルグループの嵐を好きになったことがきっかけ
だった。今回、私が紹介する
『陽だまりの彼女』
という小説は、嵐のメンバーの一人が映画に出演していた作
品でもある。私は、実際に映画を鑑賞したことで、
さらに
『陽だまりの彼女』
という作品に興味を持ち、本を読む
ようにもなった。
この本は、
おそらく初めて自分で読みたいと思って買った本だと思う。
本のあらすじとしては、主人公の浩介と幼なじみの真緒が十年ぶりに仕事場で再会するところから始ま
る。中学時代は「学年有数のバカ」
と呼ばれ全く冴えないイジメられっ子の彼女だったが、十年経って会うと
モテ系の出来る女に驚異の大変身を遂げていた。
その後二人は結婚して幸せな結婚生活を送っていたが、
彼女の体は急に弱り始める。実は彼女には、主人公の僕には考えられない不思議な秘密を抱えているよう
だった。
彼女の異変に気付きながら戸惑うばかりの僕。自分の知らない真緒がいる。本当の姿の真緒とは？ そし
て、
ある事件を機に彼女は僕の前から姿を消してしまう。
さらに、周囲の人々の記憶からも彼女の存在が消え
ていく。
その秘密を知ったとき、二人の恋は前代未聞のハッピーエンドへと走り始める。一体、彼女が抱えてい
る不思議な秘密とは何なのか……。
本を読んでいくうちに徐々に彼女の秘密がわかってくるが、
その秘密を知ったときは、本当に衝撃的で、
こ
のようなことが本当にあったら驚きを隠せないと思う。彼女のことを一番よく理解している主人公だからこそ、
不思議な秘密を知っても受け止められるのだと思った。切ないけど心温まる内容なので、ぜひ一度読んでみ
て欲しい。

