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読書への想い
想い
校
今年の話題作は何と言っても村上春樹の「１Ｑ８
４」だろう。我
が家でも発売直後に手に入れ、家族で順番に回し読み、最後に私
の番が来た。本を開くと、いつもの村上ワールドに引き込まれ、
一気に読み終えた。解説本「村上春樹はくせになる（朝日新書）
」
が出ているくらい村上春樹はくせになる。
私にとって最初の村上作品は、
「１
９
７
３年のピンボール」で、文
庫本の装丁に魅せられて買い求めた。読み始めると、フィーリン
グが合ったと言うか何というか、あっという間に読み終え、不思
議な感覚が残った。その後に読んだ「羊をめぐる冒険」で、完全
に嵌まってしまう。それから、
「グレート・ギャツビー」などの
翻訳も含め、彼の著作を片っ端から読むことになる。読めば読む
ほど、作中に充満した閉塞感に共鳴し、虜になった。
「海辺のカ
フカ」が刊行された時も、即、新刊書を手に入れた。
「１Ｑ８
４」を
読んでしまった今、続編が待ち遠しい。
村上春樹と同世代な所為か、彼の作品の登場人物には、妙に惹
かれるものがある。彼らの生き様は、私が憧れたものに似て、何
かしら超越したもののように思われる。私は、何物にも縛られず
自由に生きたいという願望とは裏腹に、柵から逃れられず既成の
路線に陥って行く自分にもがき苦しんだ。それゆえ、村上作品に
ハッピーエンドとは言えない閉塞感漂う結末が多くても、最後の
行動に決意や希望が感じられ、惹かれる。
閉塞感をテーマにした作品と言えば、２
０歳前後に読んだヘッセ
の「車輪の下」やスタンダールの「赤と黒」を思い出す。あの頃、
何度も挫折を経験し、閉塞感で鬱々としていた。柴田翔の「され
どわれらが日々」
、石川達三の「青春の蹉跌」の印象も鮮明であ
る。太宰治や芥川龍之介の作品も良く覚えている。私の場合、閉
塞感からの脱却を読書に求めていたようだ。記憶に残っている作
品に共通なのは、どれも、何ともやりきれない閉塞感をテーマに
していても、文体がすっきりしていることだ。そんな作品に救わ
れて今の自分があるのかもしれない。
いつの頃からか、１年に１度、大体、秋頃、無性に本を読みた
くなる時期が訪れる。それが始まると、夜遅くまで読書する。時
には明け方までになる。やっかいなことに、大体、仕事が忙しい
時にそれが始まる。仕事を気にしながら、毎日、数冊のペースで、
約１週間。目に付いた文庫本を纏め買いして一気に読み込む、ま
ったくの乱読である。読書の合間に仕事をする。自分でも驚きだ
が、これで、結構、仕事はできる。このときの乱読で、それから
しばらくのお気に入りの作家が決まる。ほとんどの場合、すっき
りした文体の作家だ。
以前は、家内や子供たちの読む本は自分の好みではないと勝手
に思い込み、自分の読む分は自ら購入していた。あるとき、家に
あったのを読んでみたら意外と面白く、それ以後、家内や子供達
の買って来た本もよく読むようになった。ハリー・ポッターも全
作楽しんだし、私より若い作家の作品はほとんど家内や子供たち
を通して知った。お陰で、新たな世界が拓け、世の中に遅れずに
済んでいる。おまけに、家庭でも共通の話題ができ、孤立するの
を避けられそうである。言うまでもなく、村上作品は我が家共通
の愛読書である。
ここのところ、伊坂幸太郎がお気に入りだ。我が家にあった
「グ
ラスホッパー」を読み始めたら、何となく村上春樹調で、嵌まっ
てしまった。
「魔王」
、
「オーデュボンの祈り」
、
「ラッシュライフ」
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「終末のフール」と立て続けに読んだ。残念ながら、本校のバン
ド S.R.S.が主題歌を担当した「重力ピエロ」は家にあるはずと言
うのを見つけられず、未だ読んでいない。
出張時には、司馬遼太郎、新田次郎、藤沢周平、池波正太郎ら
の時代小説を楽しむ。ストーリーが単純明快で、気楽なのが良い。
若い頃はこの手の小説を軽蔑していたのだが、変節したのか、寛
容になったのか？出張の楽しみでもある。だから、遠出の出張も
苦にならない。
村上春樹作品に時々登場する優雅な生活を送る主人公に嫉妬
し、時代小説の主人公のように潔く生きたいと願い、あるとき、
池波正太郎の「男の作法」
、サトウサンペイの「ドタンバのマ
ナー」
、山口瞳「礼儀作法入門」と立て続けに読んだ。内容はほ
とんど覚えていないが、いつも堂々としてれば良いと知り、何を
するにも気楽になった。それまで、マナー本は軽蔑していたが、
まんざらでもない。
本当は哲学書や思想書が理解できるようになりたいと思ってい
る。しかし、それらはいつも難解で、途中で投げ出すか、上っ面
だけを読み飛ばして来た。
「論語」も何度となく挑んだし、
「論語」
関連の本も何冊となく読んだが、未だにしっくり来ない。ニーチ
ェの「ツァラトゥストラはこう言った」も、斉藤隆の「座右のニー
チェ（光文社新書）
」
が出たときに読み返してみたけれど、やはり
駄目。話題の「思考の整理学」も読んだと言うだけで、私の思考
を整理するのには役に立っていない。最近、本校の図書館で「新
渡戸稲造全集」を目にし、借り出した。
「武士道」や関連書は、
何度も目を通したが、やはりぼんやりしている。今度は理解でき
るか楽しみである。
既にお分かりのように、私の読書は乱読だ。最近、伊坂幸太郎
の「グラスホッパー」を読んでいて、
「どこかで読んだようなス
トーリーだな？」と思いつつ半分ほど読み進み、あまりにも変な
ので飛ばして結末を読んでみて、やはり、ちょっと前に読んだこ
とに気付いた。村上春樹の作品でも同様なことがある。本に手を
出す動機も様々で、滅多矢鱈に本に飛びつく。出張時には時間つ
ぶしに気楽なものに手を出す。教養を身に付けたいという願望も
強く、いろいろ手を出す。こんな風で一貫性はないが、読書は完
全に生活の一部になっていて、本に熱中することで、閉塞感の打
破を試行錯誤するというか、気持ちを落ち着けることができる。
最近、ブームと聞く「罪と罰」や「カラマーゾフの兄弟」にも再
挑戦してみるか。
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「チーズはどこへ消えた？」スペンサー・ジョンソン著 「小説 本田宗一郎」

総務課長

山

口

近藤竜太郎著

機械工学科

弘

司

読書は、元来好きな方である。私の、数少ない趣味のひと
つと言えるかも知れません。しかし、若い時から専ら推理小
説ばかり読んでいたため、名作と言う本に親しんでいません。
「思い出の１冊」と言えるかどうか分かりませんが、推理
小説以外で、珍しく最後まで読破し、新鮮な気持ちになった
「チーズはどこへ消えた？」をご紹介します。
この本を最初に読んだのは、６〜７年程前になります。ア
メリカで最初に出版されて以来、世界中で数多くの人たちに
読まれていますので、既に読まれた方もいらっしゃるかもし
れません。
私が何故この本を手に取ったかと言いますと、本の題名に
惹かれたからです。チーズが消える？チーズは消えないだろ
う。チーズが消えるとは、どういう意味なのか。とても気に
なりました。また、約９
０頁という本の薄さも、名作に慣れて
いない私には、魅力でした。
物語は、ネズミのスニッフとスカリー。小人のヘムとホー。
この２匹と２人が、迷路のなかに住み、チーズを探すことで
す。チーズとは、私たちが人生で求めるもので、仕事の成功
や家庭の円満、恋人、財産、健康等の象徴です。また迷路と
は、チーズを追い求める場所で、職場や家庭、地域社会等の
象徴となります。そして２匹と２人は、最初チーズを探し当
てるのですが、やがて食べ尽してしまいます。その後２匹と
２人の考え方や行動は、それぞれ変わっていきます。チーズ
が無くなって、新しいチーズを探し求めるもの。チーズが無
くなり、最初はショックで打ちひしがれるが、やがて新しい
チーズを探し始めるもの。嘆くばかりで、自分の身に起こっ
た変化に対応しないもの。人生の変化を如何に受け止め、ど
う対応していくのか、とても解りやすく語られています。
また、後半では、この物語を聞いた、かつて高校のクラス
メートだった人たち数人が集まって、卒業後の変化や変化に
対する考え方等について、それぞれデイスカッションする場
面が書かれています。私にとって、自分に重ね合わせること
ができ、多いに共感を得ることが出来ました。
物語の中心部分は、ネズミや小人がチーズを探し求めて、
右往左往していく単純な話ですが、自分にとって大切なもの
（事）に起こる変化に、どう向き合っていけば良いのか。単
純な物語の中で、しみじみ考えさせられる本です。

種

健

本田宗一郎…皆さんも一度は耳にしたことのある人物では
ないでしょうか。この本は、戦後日本を代表する技術者とし
て知られる本田技研工業株式会社の創業者・本田宗一郎氏を
モデルにした小説である。
物語は大正十年の春、当時の尋常小学校高等科を卒業、十
六歳となった宗一郎が故郷・浜松を飛び出し、東京にやって
きたところから始まる。
宗一郎には、
小学校一年生の頃より一つの夢があった。
＜自
動車に乗るんだ。自動車をつくるのだ。素晴らしいスピード
を、この自分自身が必ずつくりだすのだ＞と。きっかけは、
学校からの帰り道、生まれて初めて四輪自動車を目の前にし
たこと。凸凹の砂利道を時速十キロほどで走る自動車を、夢
中になって追いかけた彼の目には、自動車の運転手が最も偉
大な英雄のように見えたという。
高等科を卒業する前年の暮れ、宗一郎はある新聞の広告で
東京の自動車修理会社が修理工の募集記事を掲載しているの
を偶然見つけた。むろん、採用してもらえる保証はどこにも
なかったし、卒業する春になれば応募期日も過ぎてしまうだ
ろうに、当たって砕けろ、の精神で一人東京にやってきたの
だ。若干十六歳にして、この宗一郎のひたむきさ、熱さ…私
も学ぶべきところが多いと感じた。
東京に到着した宗一郎は、自動車修理会社に向かう途中、
故障して動かなくなった自動車を前に悪戦苦闘する外国人女
性と知り合う。この女性との出会いが、宗一郎にとって第一
の夢であった自動車修理会社で働く道を切り拓き、その後の
宗一郎の人生に大きな影響を及ぼしてゆくことになろうとは。
その他にも、この小説には宗一郎の人生に影響を及ぼした
人物が多く登場する。自動車修理会社社長、自動車修理会社
で働きながら法律家を目指す社会人大学生、取引先の関係者
などなど。宗一郎は、実に多くの人々と関わりあい、刺激を
与えあいながら、友の死、関東大震災による被災などの苦難
を乗り越え、ひたすら自身の夢「自動車をつくること」に向
けて突き進んでゆく。
ありきたりかもしれないが、夢を持ち、その実現のために
努力し、人々との関わりを通して成長し続けること、私がこ
の本を読んで改めて大切だと感じたことである。図書館で偶
然目に留まった一冊。
「本田宗一郎」
の名になんとなく引き寄
せられたのであるが、手に取るとあっという間に読み切れて
しまい、何とも言えない達成感を味わうことができた。四月
から新たな一歩を踏み出される卒業生の皆さん、また、これ
から就職・進学活動を控えている在学生の皆さん、この本を
通して、先達の歩まれた道を覗かれてみてはどうでしょうか。
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「グイン・サーガ」

栗本薫著

澤

剛

グイン・サーガ 第１巻：豹頭の仮面（７
９年９月）〜第１
３
０
巻：見知らぬ明日（０
９年１
２月）
、グイン・サーガ外伝：全２
２
巻、著者：栗本薫（５
３年〜０
９年５月死去、享年５
６）
このシリーズは、３
０年間、計１
５
２巻をかけて語られ、一人
の作家による小説としては世界最長であるが、残念ながら未
完で終わってしまった。当初は１
０
０巻で完結する予定で、１
０
０
巻のうちいくつかの重要なタイトルを著者は公表していた
が、残念ながらその約半分しか描かれなかった。これを読み
始めたのは、大学４年（８
８年）
、正伝の２
８巻が発売された前
後で、２
０年以上の付き合いであった。
ごく簡単に紹介すると、主人公の豹頭人身の戦士グインが、
全く記憶を失った状態で地上に現れ、数々の冒険を経て、ま
た、主人公の出自を含めた多くの謎を明らかにしながら大国
の王に上り詰め、最終巻（予定）
「豹頭王の花嫁」に至る物語
である。こう書くと、とても１
５
２巻に亘る長大な物語になり
そうではない。が、時には主人公以上に重要な役割を担う登
場人物が約１
０人、物語の展開上欠くことのできない者が少な
くとも百数十人以上おり、これらが織りなす物語が非常に丁
寧に描かれ、同時多発的に各エピソードが進行するため、数
巻以上主人公が全く登場しないこともざらである。さらに、
登場する主要な国と地域は８以上あり、それぞれの地方、文
化、祭、風俗、名物、料理など、あたかも実際に五感を通し
て感じる如く、これらも細かく丁寧に描かれている。従って、
物語の進行は遅く、物語中で１
０年間未満の時間しか進まず、
多くの謎の答えも「恐らくこうではないか」程度に示された
だけである。しかしながら、丁寧な描写のおかげで、フィク
ションでありながら、描かれた世界や出来事がとても分厚く
感じられる。言い換えると、物語は著者が作り出しているの
ではなく、グイン・サーガという世界の中で登場人物が自ら
の意思でいきいきと行動し、成長していく過程を、著者が単
に記録しているだけかの様である。
公表された重要ないくつかのタイトルや、張り巡らされた
伏線をもとに読者もある程度展開を予測しながら読み進める
が、その予測はことごとく裏切られ意外な展開の連続である。
しかも、そうでありながら、大きく辻褄の合わない箇所は殆
ど無く、結果的に当初公表されたタイトルに沿って進行して
いく。第１巻発表の数ヶ月後に外伝の第１巻
「七人の魔道師」
が発表されているが、この外伝第１巻は作者没後発表された
最後の数巻と並行したエピソードであり、３
０年かけて物語が
見事に繋がっている。
グイン・サーガにリアルタイムで接している時は実に楽し
かった。最終巻の解説に「‥誰かがこの物語を語り継いでく
れればよい。‥いろいろな語り部が語り継ぎ、接ぎ木をし、
話をこしらえ、さらにあたらしくして、‥」という栗本薫の
言葉がある。今後栗本薫によるグイン・サーガを読むことは
できないが、新しい作家によるグイン・サーガの新しい展開
をわくわくしながら待っている。
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結城浩著

制御情報工学科 ２年

電気電子工学科

福

「数学ガール」

越

智

郁

「半径がゼロでも、離れている。半径がゼロでも、円は円。
たった一点からなる、円。
」
数学が苦手。全く出来ない訳ではない。授業も精一杯では
あるけれど、理解している。だけど、やはり苦手。……まる
で私のような、このような登場人物が出てくるのも、私がこ
の本に惹かれた理由です。
さて、冒頭に挙げた言葉ですが、読んだときは全く意味が
理解できませんでした。半径がゼロでも円になることなんて
あるのだろうか。しかし、そんな私の素朴な疑問は、思って
もみないほど早く解決されることになったのです。
３＝０」が表す 図 形 を 答 え よ、
「x２ ＋ y２ ＋６x −４y ＋１
という問いに出会い、それを解いたことで。
式を変形をしてみるとわかるのですが、これは
（−３、２）
という座標にある点です。前述の方程式は円を表すものなの
に、点になる。出会ったのがテスト中であったにもかかわら
ず、つい、嬉しくなって次の問題を解くのを忘れ、本の内容
を思い出していました。
数学ガールは、数学の論理展開をみながら物語が進んでい
く、一風変わった小説です。といっても、参考書の解説のよ
うなものではなく、いたって普通の、学校を舞台とした恋愛
小説、という内容。けれど自分にとって、意味がさっぱり分
からない展開や定理も多くありました。正直、匙を投げたく
なるような、名前から難しそうな数式も多いです。ですが、
私はそれはそれでいいと思っています。もしかしたら、いつ
かこの間のテストのように、ふとした瞬間に自分の納得する
答えに出会うかもしれませんから。
この本の良さは、数学が好きな人はどっぷり数学の世界に
浸れること。登場人物と同じように数式の展開や、関数とも
との整式行き来し、求めたい式を捕まえる。こんなことにも
ぴったりです。けれど、それだけではなく、私のように苦手
な人でも十分数学が楽しくなる本です。
「数学は理解したら楽しい」とよく言われますが、この本
の世界において、少なくとも私は「わからなくても楽しい」
と思います。自分はよく解らない。けれど確かに、自分も過
去の数学者が発した、時を超えたメッセージを受け取ること
ができるから。
日常の数学に飽きてしまった時、数学ガールはぜひ手に取
って欲しいです。本を閉じた後、きっと、数学が近い存在に
なってくることと思います。
最後に、円の話題にからめて、個人的に本文中で一番気に
入っているエピソードを少し書きたいと思います。
「手をつないだ相手は円周上にいて距離感は近寄らない。
単位円のように回る。でも、単位円でなく、半径を変えるこ
とができたなら……。
」
数学も、この想いも、時を超えてゆく
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「銀牙」
−流れ星銀−

高橋よしひろ著

「OpenGLプログラミングガイド」 OpenGL策定委員会著
松田晃一訳

電子制御工学科 ４年

専攻科２年 制御工学専攻

栗

村

田

和

昌

山

勇

介

生きることを力強く訴え、厳しい自然を見せつけ、死をも
荘厳に描かれている本。それが高橋よしひろ氏の描く「流れ
星 銀」
である。あれほど動物と人間との間の繊細な感情を、

私は本科５年生になるまで、特に興味を持った分野という
ものがありませんでした。普段の授業で習う各分野の勉強は
あくまで、授業をこなす為といった位置づけであり、普段か

愛情をもって描かれている作品は「流れ星 銀」を除けば他
に見当たらないだろう。それほどにこの作品は素晴らしいも
のであると、断言できる。
「流れ星 銀」の概要は、犬たちが結託して赤カブトとい

ら積極的にかかわろうとはしませんでした。
そして５年になり、卒業研究が始まってすぐに指導教員の
山内先生に紹介されて、一冊の本と出会いました。その本は
『OpenGLプログラミングガイド』という本でOpenGLとい

う凶悪な殺人熊を倒す、というものである。これだけを聞け
ばイマイチおもしろくなさそうであるが、この作品の真髄は

うプログラムでCGを表示させるツールのガイド本でした。
しかしそれまでのプログラミング関係の授業で学んできたこ

ストーリーにあるのではない。もちろんストーリーも二重・
三重とひねりを加えてあり、読んでいて飽きないが、この作
品においては犬一匹一匹の感情・表情・生き様に一番力が入
っている。この作品に登場してくる者は皆、愚直なほどにま

とは、
「文字を表示させる」とか「計算を解く」といったよ
うな専門的な利用法ばかりだったので、プログラミングに対
するイメージとしては堅苦しいといったようなイメージしか
なく、間違っても面白いと思えるようなものではありません

っすぐ生きて、仲間のために自らを犠牲にできるという、純

でした。したがって、最初にこの本を読んでいる時は、勉強

粋で、また本当の強さを持っている。単に仲間のために犠牲
になる、と言えばよくありがちな感じになってしまうが、こ
の作品については違う。冒頭で述べたとおり、
「荘厳」なの
だ。仲間が犠牲になり、残った人たちはその哀しみを糧にし

を行うような感覚でこの本を読んでいました。しかし途中か
ら普通の本、極端に言えば漫画を読む感覚で読むようになり
ました。それはこのOpenGLがプログラムでCGを作るとい
ったような視覚的に結果が分かるプログラミングツールであ

て立ち上がる、という薄弱なものではない。この作品では、
自らの信念を曲げずに、何事にも屈することなく、死をも恐
れずに猛戦し、散るように犠牲になる。そして、残ったもの
たちは散った者の開いた血路の上を前を向いて進んでゆくの

ったため、プログラムでこういうものをつくることができる
のかと驚き、一気に興味を持ったからです。
本自体はプログラムで使用する関数の解説などが主に掲載
されており、ストーリーも何もないただのガイド本です。し

である。
強さや正義感や愛を、暴力で表現しようとする短絡的な思

かし、それまで専門書を読む機会は試験前の教科書のみだっ
た私が初めて、単純に自身の知識欲のために全ページ読破し

想が重宝され流行っている今であるが、高橋よしひろ氏はそ
の手法を用いていない。なぜなら、高橋よしひろ氏の描く世
界はそんなものに頼らずとも十分に心に訴えることができる

た専門書となりました。
今回紹介した本はあくまで専門書であり、人によって興味
の有る無しが分かれるため、お勧めはできません。しかした

からだ。それは、高橋よしひろ氏がいつの時代も失ってはな
らない大切なものを持っていて、また、まるで彼だけに許さ

った１冊の本で新しい道が見えてくることもあります。私は
それまで曖昧だった進路がこの本をきっかけにはっきりとし

れたような独自の表現方法を用いてこの作品が描かれたから
ではないだろうか。

てきました。どのような本がきっかけとなるかは人それぞれ
ですが、みなさんもそういった本を見つけてみてはいかがで
しょうか。
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「ダニエル・デフォーの
『ロビンソン・クルーソー』
」

総合科学科

赤

毛

勇

と

私

イフ一本にも到底かなわないのだ」
。
とはいったものの、
彼はまた
考え直して、
そのお金は持っていくことにするのです。
すでに貨幣
経済に組み込まれた主人公の功利的現世主義の顔を垣間見ること

私が少年時代に読んだ『ロビン

ができます。
ホモ・エコノミクス
（経済人）
の原型としての姿です。

ソン漂流記』は、主人公ロビンソ

ところで、作品『ロビンソン』には、第三部『ロビンソン・ク

ンが難破して漂着した無人島で２
８

ルーソーの生涯と驚くべき冒険の間になされた反省録』という続

年間サバイバルの意志を失わず、

編があります。集英社版『世界の文学』１
９
９
１「イギリスＩ」に収

創意工夫によって生活環境の改善

録されています。この『反省録』を読むことは、第一部、第二部

に努め、勇気をもって危機に立ち

をより深く理解するために不可欠の作業なのです。第三部は、そ

向かい、困難を克服していく冒険

の題名からもわかるように小説ではなく、
「作者」ロビンソン・

物語でした。ロビンソン・クルー

クルーソーが、孤独、正直、会話の不道徳性と振舞いに関する人々

ソーは架空の人物ですが、ロビン

の誤り、世界の宗教の現状、摂理の声への傾聴、キリスト教世界

ソン・クルーソーという人間と若い日にめぐり会い、その面影を

と異教世界の割合について、それぞれ一章をあてて論じています。

いつまでも忘れ得ない人は多いと思います。絶海の孤島に漂着し、

結局、私が『ロビンソン』から読み取ったことは、この物語が

ただひとり営々として生活を切り開き、ものを作

ロビンソンの精神的自叙伝であり、神に対する信

り、喜び、悲しみ、祈り、呪い、懺悔して日々を

仰告白であるということでした。ロビンソンは何

送っていくロビンソン。毎日生活のために苦闘し、

度か神の試練を受けます。そしてそのつど、彼は

日記を付けて合理的に行動し、やがて故国に帰っ

神の恩寵によって救われます。
『ロビンソン』第

ていった人間。こういった人間の行動は、大人に

一部と第二部をとおして三十数箇所の聖書引用句

も子供にも、なにかしら人間の原初的な行動とし

があります。ロビンソンが、
「神なき孤独」から

て、永遠に魅力をもち続けるように思われます。

「神のある孤独」へと変化していく過程を見てい

人生が大海原に喩えられ、我々の生の営みがその

くことができます。私は、そこから宗教的な意味

大海原の上の漂流に喩えられるのは、洋の東西を

を考え、
「宗教人の原型としてのロビンソン」と

問いません。我々は、
『ロビンソン』の中に、自分

もいうべき第３の読み方ができることに気づきま

の生活の営みが反映されているのを見るのです。

した。最後に、有名な「善悪のバランスシート」
と呼ばれる箇所を紹介します。

その後、私が学生時代に（旧）ソ連科学アカデ

「私は恐ろしい孤島に漂着し、救われる望みは全

ミーの教科書を学ぶマルクス経済学徒として読ん

くない。
」

だ『ロビンソン』は、使用価値と交換価値、商品
の物神的性格とその人間疎外、商品の一般的価値形態から貨幣形

「

しかし、他の乗組員は全員溺れたのに、私は溺死を免れて

態への移行などの問題を考える具体例としての参考図書としてで

こうして生きている。
」

した。孤島の生活において貨幣は不要であり、そのことを象徴的

「私は全世界からただ一人除け者にされ、隔離されて悲惨な目に

に示す言葉が、難破船の船室の戸棚に入っている金貨や銀貨を見

遭っている。
」

つけたときに、ロビンソンがつぶやく独り言です。
「無用の長物

「

よ。お前は一体なんの役に立つというのか。お前はもう拾い上げ

を免れたのだ。奇跡的に私を生かして下さった神は、この境遇か

るにも値いしないのだ。いくらお前が沢山あったところでこのナ

らも私を救って下さるだろう。
」

しかし、自分一人が乗組員全員から除外されたからこそ死
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天

るのではないか、という気がしたからである。そう思いながらも

命

なんとなく合点できる気もし、思い当たることもあって、後日再
ある日近所のお寺の門前を通り

度行ってみて、手帳に書き留めておいた。

かかり、何気なく塀の横にかかっ

今年私は、ちょっとしたきっかけで、五木寛之の書いたものを

ていた掲示板を見た。そこには
「人

いくつか読んだ。その中に「天命」というエッセイがあって、そ

間は悪よりも善に迷い易く、邪よ

の本に、唯円の「歎異抄」に書かれた「悪人正機の説」について

とら

総合科学科

坂
5

口

浩

りも正に執われ易い」と書いてあ

彼みずからの経験を踏まえた解釈がある。なるほどと合点すると

った。読み返してなんとも奇異な

ころがあって、記憶にとどめていた。先の寺の門前の「人間は悪

感じがした。
「人間は善よりも悪

よりも善に迷い易く、邪よりも正に執われ易い」を読んだとき、

に迷い易く、正よりも邪に執われ

これを思い出していた。

易い」と言う方が理にかなってい

五木寛之は子供の頃、朝鮮半島にいて、病気の母親が、侵攻し
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てきたソ連軍に目の前で縁側から投げ出されて死んでしまった、

なわざるをえないあなたも、もちろん、浄土へ往けるのだよ」と

という経験を持つ。その時父親も彼も母親のために何もできなか

言われる、という主旨のことを書いている。それによって彼は、

った、と言う。更にそのような終戦の狂乱のなか

死の意味とそれを超克する答えを予感するように

で、いわば良い人ほど殺されたり、悲惨な目にあ

なったという。
論理的にではないが、なるほどと直感的に理解

い、うまくやった（どこかで悪いことをした）者
ほど、生き残って帰ってきた、という経験を持つ。

できるところがある。宗教家の言葉とはこういう

彼自身もそうだったというのである。それ以来、

ものかとも思う。先の寺の門前の言葉もここから

罪の意識にさいなまれてきたとも言う。因みに謹

考えると理解できるような気がする。自分自身が

厳実直であった彼の父親もそれ以来酒乱になった

悪人であるということを理解しないと、なかなか

という。

このあたりの機微は感得し難いのかもしれない。

彼がその様な心的状況から立ち直ることができ

読書から得るものは必ずしも論理的ではない。

たのは、
「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪

なるほどと思ったり、おやっと思ったりするとこ

人をや」という「歎異抄」の言葉であった、と言

ろで立ち止まって、そこに見える風景を楽しむつ

う。自分は生きるために今なお多くの人を傷つけ、

もりで、あたりを見回し、振り返り、じっくりと

蹴落とし、裏切り、悪行を続けている。そのよう

考えて、ある合点がゆけばよいのではないかと思

な私にも真の念仏者（親鸞）は「念仏せよ。善人

う。そこに作者の思いと通底するということもあ

は既に極楽往生できた。生きるために悪行をおこ

るかと思う。
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は考えさせられた。深い自省の念にかられた。

読書雑感

旧５千円札紙幣に肖像が描かれていた新渡戸稲造には「武士

総合科学科

水

本

實

大学時代に弓道を始めて以来私

道」という著書がある。
「誠」の章中に「心だに誠の道にかない

は様々な試合に臨み、教師として

なば、祈らずとても神や守らん」という短歌がある。藤沢周平著

赴任したいくつかの高校では弓道

「蝉しぐれ」では、下級武士として生きる主人公牧文四郎の生き

部を担当し、国体にも生徒を引率

様がリアルに描かれる。父親の不条理な切腹に端を発し、藩内抗

した。そのころ、オイゲン・へリ

争に巻き込まれていきながらも武士としてまた人として「誠」の

ゲルというドイツ人哲学者が著し

道にかなうべく必死に生きる。一方、司馬遼太郎著
「竜馬がゆく」

た「日本の弓術」を読み、私は弓

の主人公土佐藩士坂本龍馬は同じような境遇に育つが、やがて脱

道の深遠な世界に触れた。彼は東

藩、つまり「掟」を破り、大きな世界へと飛び出していく。時代

北帝国大学で哲学を教えながら、

の波もそれを可能にしたのであろう。前者もそうだが、後者は、

弓道師範阿波研造先生に師事、修練に勤め弓道五

長編ながら興奮気味に一気に読めて実に面白い。

段を授与され、ドイツ帰国後にこの書を著した。

歴史がぐっと身近になり、明治維新前後への興味

「弓と矢を使うとき無心となり無我となり無限の

が湧きあがる。

深みへ沈み去ることと、仏陀のように両手を組み

読書とは言えないが、我が幼子への短い就寝前

静座して思いを沈めることとは、実はまったく同

の本の読み聞かせは、私には至福の時であった。

一のことである」と言う。弓道の神秘性、精神性

中でもよく覚えているのは「エルマーのぼうけ

は信じて疑わないが、その奥義に到達することは

ん」３部作である。私はそうとは知らずに、第３

至難の業である。しかし、私もその域に通ずる道

部完結篇とも言える「エルマーと１
６ぴきのりゅ

を歩んでみたいと念じたし、今もその思いは変わ

う」から読み始めてしまった。１
１
５ページもの長

ってはいない。

編なので、少し読んで、
「じゃあ、今日はこの辺

弓術に関する本に、
「山月記」の著者中島敦著

で」と言うと、子どもは「まだ読んで」と一向に

「名人伝」がある。主人公紀昌は、天下第一の弓

寝ようとしない。読むうちに読み手も竜がどうな

の名人にならんと、弓の達人飛衛に弟子入りし、

るのか気になるし、先も知りたくて、とうとう最

瞬きせざること、視ることを学び、弓の達人とな

後まで読んでしまった。もう真夜中をとうに過ぎ

る。さらに、深山で甘蝿（かんよう）老師のもと

ていた。聞き終って「ああ、よかった」と満足し

９年の修行を積み、
「不射之射」の奥義を極める。しかし、奥義

たのか眠りについた幼子の寝顔は１日の終りの一服の清涼剤のよ

を極めたものの、彼はもはや弓のことも矢のことも忘れ、
「至為

うであった。

は為す無く、至言は言を去り、至射は射ることなし」と言う。私
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マレーシアの図書館について
電気電子工学科

３年

ムハンマド アリフ ビン ロスリー（マレーシア）
マレーシアでは政府が図書館のことを大事にしています。
なぜなら、図書館は知識が豊かなので、国民に対して大切な
場所です。マレーシア政府は国民に読書の習慣を身につけて
欲しいのです。それに、図書館を利用するのも安いです。政
府のおかげで小さな村にも図書館が設置されています。もし
なかったら小さなバス型の図書館が村の人たちのためにやっ
てきます。小さな村では技術はあまり進んでいないので、村
の人たちを技術と今の世界の進歩からはなれないように、そ
れぞれの図書館では、パソコンが設置されていて、無料で自
由にインターネットという発明品を使用できます。その「動
く図書館」は週に数回村までやってきて、村の人たちは本を
借りることができて、本当に便利です。
町や都会にある図書館は利用する人が多いので設備ははる
かにいいです。サイズは村の図書館よりも数倍大きいです。
図書館のメンバーになることによって、あらゆる本を借りる
ことができます。1週間たったら、借りた本を返さなければ
なりません。
町の図書館では本の数は多くて、スペースも広いです。そ
れにパソコンを持っていない人も図書館のパソコンを使えま
す。学生にとっては、勉強するなら図書館は理想的な所です。
静かで、資料も多くて楽しく勉強することができます。個人
用テーブルや個人用の小さな部屋もあるので勉強に集中する
ことができます。
衛星テレビ室があって、雑誌や新聞も読めるので、大変な
勉強で疲れたら、そこでちょっとリラックスして、落ち着い
たら、また勉強することができます。
一般的に言うと、どこの国でも、図書館の制度と印象は共
通です。図書館とは、静かで、本でいっぱいという所でしょ
う。
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ベトナムの図書館の概要
電子制御工学科

４年

グェン ゴック ティエン（ベトナム）
１．ベトナムの図書館システムの歴史
１．
１．旧時代（９
３
０〜１
８
５
３年）
最初の図書館は、資本家と封建王朝により、漢字で書かれ
た仏教の経典を収蔵するために設置されたもので、利用でき
るのは支配階級のみであった。
１．
２．フランス植民地時代（１
８
５
３〜１
９
５
４年）
図書館には、公共図書館、大学図書館、専門図書館、省立
図書館があった。主要な蔵書は基本的にフランス語で書かれ
たものである。
この時期に最も大規模であった図書館は、
１
９
１
９
年にハノイに初めて設置されたインドシナ中央図書館であ
る。
１．
３．第二次インドシナ戦争期（１
９
５
４〜１
９
７
５年）
ベトナムは、社会主義政府と共産党が支配する北ベトナム
と、非共産主義政府と米国人の影響下におかれた南ベトナム
の２つに分断された。その結果、この時期の図書館は、南ベ
トナムの資本主義・植民地社会、北ベトナムの社会主義社会
の２つの異なる政治システムの下で発展した。南ベトナムで
は、図書館の技術は米国から研修、財政、施設の支援に基づ
いたものであった。これに対して、
北ベトナムの図書館は、
ソ
ビエトの分類体系である図書館図書分類法
（BBK）
を採用し、
外国刊行物のコレクションは主にロシア語のものであった。
１．
４．現代（１
９
７
５年〜現在）
図書館システムは現在、公共、社会科学、技術・科学情報、
学術、教育、健康、農業、軍事図書館といった８つのサブシ
ステムで展開している。
２．現代状態
今日、ベトナムの図書館利用者は貿易、銀行業、特許、ハ
イテクに関する最新の情報に関心を持っているが、図書館は
このような情報を提供できていない。１
９
８
５年以前の図書館は
社会主義思想、マルクス・レーニンイデオロギー、そして農
業生産を支援することを目的に作られていた。最近では、蔵
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書構築は社会、技術に関する、特に英語やフランス語で書か
れた図書に焦点を当て始めている。
将来のベトナム図書館システムの発展に当たっては、早急
にこの新しい千年紀に対応できるよう近代化、標準化に重点
を置くべきであるという。国の経済発展に貢献するために、
ベトナムの図書館は、効果的な検索や相互貸借のためコレク
ションを組織できる適切なツールを持つべきである。そのた
めにも、図書館の標準化が必須である。
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インドネシアの総合図書施設
物質化学工学科

４年

エンディン ムルヤディ（インドネシア）
図書館は公共図書館や大学の図書館などがある。今回は大
学の図書館を紹介する。
教育をサポートするために六階建ての図書館にはいろいろ
な設備が整っている。カフェテリア、コピー機、ロッカー、
会議室、２
４時間本を読むための部屋、ロビー、首脳部、イン
ターネット室、銀行などがある。それに対し、借用やオーデ
ィオビジュアルやe―bookやe―journalなどいろいろなサー
ビスもある。スタッフは４
０人ぐらいいるが、そのうち半分ぐ
らいは図書館員である。
図書館の規則は日本の図書館と同じだと思う。開館時間は
平日８：０
０−１
９：０
０で、休日８：３
０−１
５：３
０である。図書館
に入る前に学生証をスタッフに見せなければならない。生徒
以外の人は図書館に入るのに、会員カードが必要となる。文
房具と貴重品しか図書館の中に持ち込むことができない。か
ばんなどはロッカーに入れておく。借用期間は２週間で、そ
れ以上は罰金を毎日払わなければならない。会員は本を３冊
まで借りることが可能である。本をなくした場合は同じ本を
弁償しなければならない。
本は各階に分類されている。一般教科書、学位論文、雑誌、
オーディオビジュアルなどは４階で、参考図書、辞書、百科
事典、専門の雑誌は３階である。
各階は次のとおり
１階：ロッカー、カフェテリア、コピー室、２
４時間本を読む
ための部屋、検索用コンピューター、テレビ、本の展示会用
の部屋。
２階：セミナー室
３階：一般教科書、インターネット室
４階：参考図書
図書館についてはウェブから見ることができる。
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ラオスの図書館事情
物質化学工学科

５年

ナンタナー ワンナサー（ヌイ）
（ラオス）
私は日本の図書館の数や本の種類を見てとても驚きまし
た。私の国の図書館は日本と違って図書館が少ないです。ま
た出版が少ないから本の種類は歴史的な本しかありません。
ラオスの首都ヴィエンチャンでは大きくて設備が整っている
図書館があります。しかし、首都から離れている学校では、
ラオスの政府やNGO運営などの支援によって図書箱を送っ
てくれたり、移動図書館が学校に訪問してくれたりします。
図書箱とは本の箱の中に三十冊の本が入っている箱のこと
です。図書箱の本は借りることができますが、一人一冊しか
借りることができません。移動図書館ではボランティアの人
が本を読み聞かせてくれます。また自由読書やゲーム、歌な
どが行われています。昔からSVAやALC／DEKNOYLAOとい
う社団法人があります。SVAは図書館を建て、図書箱や移
動図書館などを提供して く れ ま す。ALC／DEKNOYLAOは
様々な日本の絵本をラオス語に翻訳して提供してくれます。
いろいろな支援によって今のラオスは昔と比べて図書館が
増加し、本の種類も充実してきました。そのうえ学校の図書
館だけでなく市の図書館もできました。市の図書館は一般国
民も利用できるので、これから読書をする人がもっと増える
のではないかと私は思います。私はこのような読書ができる
環境にしてくださったNGO団体の人たちにとても感謝して
います。

KITAKYUSHU NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY LIBRARY NEWS

読
読 書
書 感
感 想
想 文
文
「ハッピーバースデー」を読んで

この話では、主人公の
あすかが、母親に愛され
ず、声を失ってしまいま

しょう。
そんな精神的に追い詰められたあすかを救ったのが、少し
遠いところに住んでいるあすかの祖父母でした。祖父母との

す。しかし、祖父母と出
会うことにより、変わっ
ていくという
物語です。
この話で、

暮らしによって、あすかは本来の自分を取り戻していきまし
た。
ある日、あすかの祖父があすかにこう言いまし
た。
「感情を殺すことは、生きるエネルギーをなく

あすかの母親
はあすかの兄
物質化学工学科 １年
にこう言いま
河 本 拓 也
した。
「あすかは、何をやらせてもダメなのよね。何

してしまうことだよ。
」
この言葉には僕も思い当たるところがありまし
た。理由は、昔に比べて僕は笑うことや泣く事が
少なくなったと思うからです。少し大人になった
からかなと思いますが、小さな子供の頃のように

一ついいとこないんだもの。
」
確かにあすかは勉強は全くだめですが、子を育
てていくということの前に子供の短所を受け止め
てあげようという覚悟もしておかなければならな
いと思います。そして、いろいろな個性を持っている子供そ

無邪気に自分を出せば、今よりも生活が楽しくな
るかもしれないと思いました。
この話のいろいろな場面で、僕はたくさんのこ
とを考えました。そしてその一つ一つがとても勉
強になりました。

れぞれに適した育て方をするべきだと思います。
あすかは、自分に正直で、やさしい子でしたが、笑ったり

これから僕は、家族との関わりを大事にして、自分をもっ
とたくさん知ってもらい、家族でお互いの短所長所を認めつ

泣いたりすると、母親がにらみ、ついにあすかの感情をふう
じてしまったのです。僕は、とてもかわいそうだとおもいま

つ、補い合いながら、将来に向けて言葉や態度を素直に表す
ことで、お互い理解を深めあい頑張っていこうと思います。

した。しかし、あすかにとって母親は、絶対に逆らえない大
きな波のような存在だったと思います。その波にそのまま流
されていたら、きっとあすかはだめになってしまっていたで

そんな中で自分の感情を大事にしつつ、相手の気持ちも尊重
していきたいと思いました。
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え

「蟹工船」
を読んで

「おい、地獄さ行ぐん
だで！」私は驚いた。書

きていることに改めて気付かされた。そのとき生まれた価値、
すなわち儲けは当然、すべて資本家のものとなる。蟹工船の

き出しが、この奇妙な台
詞なのである。読み始め
てすぐ、私は衝撃を受け
た。いったい何のことな
のだろうと思
ったが、読み

労働者たちが、そうした「搾取」に気付かないまま、地獄同
然の労働環境下で働いていることに胸が痛んだ。
私は特に、ロシア人や中国人が日本人労働者たちに、団体
交渉について説く場面が印象に残っている。この「赤化」に
より、労働者たちは、自らの手で現状は変えられ
るのだと気付き、団結し、人間的な待遇を求めて

すすめていく
うちに、それ
は「蟹工船」
のことだとわ

かった。

ストライキを起こす。自分たちがプロレタリアな
のだと知り、共産主義を信じて団結する労働者た
ちの姿に感動した。
私は途中、現代社会と「蟹工船」に通じるもの
を感じた。現代でも企業は利益をあげる一方で、

この小説は、一日十六時間労働、休日なしとい
う過酷な労働環境下で、貧しい家族のため、周旋
屋に騙されて借金をしてしまったためなど、個々
の理由で懸命に働く労働者たちの姿を描いてい
る。しかし、蟹工船での労働は地獄そのもので、

労働力を非正規雇用者に頼るものの、売り上げが
落ちれば人員整理を行って自社の利益を守るな
ど、その立場を保全していない。しかし、企業の
搾取により、現在問題視されているワーキングプ
アとなった人たちなどが、仲間の支えを得て企業

物質化学工学科 １年

松

井

千

絢

辛すぎる労働のために死者が出ても、冷血な監督は火葬を許
さず、海に投げ捨ててしまう。私は、資本家の、労働者に対

と真っ向から戦い、要求を実現していき、社会へのあきらめ
や自己否定の意識を払拭していく。現代の「蟹工船」は、そ

する、人間とは思えない冷酷非道な仕打ちに腹が立った。
また、労働者は資本家に労働力を提供し、資本家は労働者
にそれに見合った労賃を払う。それが労働力と賃金の等価交

うした人間性回復の闘いとして始まるのではないだろうか。
きた
「殺されたくない者は来れ！」そう叫んで、
「蟹工船」の労

換であるのに、実社会……蟹工船でもそうであるように、実
際はその労賃以上の価値が出るように働かせるシステムがで

働者たちは立ち上がった。今、グローバル社会主義に対して
必要なのは、
「人間らしく生きる」ための連帯なのではない
だろうか。
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図

書

館

だ

よ

り

図書館利用者
（学生）
アンケート集計結果
調査期間（平成２１年６月１７日〜７月１５日）
アンケートにご協力いただきありがとうございました。
アンケート結果の集計がまとまりましたので、報告いたします。
この結果を踏まえて、今後の図書館運営に活かしていきたいと思います。
（回収率 ９１．
１％）

図書館の利用頻度は

図書館の利用目的は

図書館を利用しない理由は

図書館のリクエスト図書の申込制度を知ってい
ますか。
また、その制度を利用したことがありますか。

（注）その他に「コピーをとるため」との回答が多かった。

授業に関連した資料（シラバス掲載図書等）を
利用しますか。

9

図書館のホームページを利用しますか。
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図書館の位置

図書館のイメージ

図書の貸出冊数・貸出期間

開館時間

開館日
アンケート結果を踏まえて実施したこと
★閲覧室窓際の照明を変更
★デスクトップＰＣの更新、ノート型PC１台追加
★開館時間の変更【試行】→試験期間前
２週間、１時間延長して２１時まで開館
★開館日の追加【試行】→試験期間前
２週間から試験期間中の日・祝日、
１０時から１７時まで開館
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平成21年度（平成21年4月−12月）
Best reader books

Best Visual Aids

順 位 書名

編著者

発行所

順 位 タイトル

１

基礎電気回路１

末武国弘

培風館

１

イキガミ

２

１Ｑ８
４ book１

村上春樹

新潮社

２

図書館戦争

３

とある魔術の禁書目録１
７

鎌池和馬

メディアワークス

３

GOLDEN EGGS

４

１Ｑ８
４ book２

村上春樹

新潮社

４

SAW

５

傷物語

西尾維新

講談社

４

ハリーポッターと不死鳥の騎士団

６

演習で学ぶ基礎制御工学

森泰親

森北出版

５

ダークナイト

６

告白

湊かなえ

双葉社

６

秒速５センチメートル

６

とある魔術の禁書目録１
８

鎌池和馬

メディアワークス

６

オーシャンズ１
３

７

決定版はじめてのＣ＋＋

塚越一雄

技術評論社

７

PRISON BREAK

７

偽物語 下

西尾維新

講談社

７

GOLDEN EGGS season２

８

光学の知識

山田幸五郎

東京電機大学出版局

７

レミーのおいしいレストラン

８

基礎定性分析実験

岩崎岩次、谷道哉

培風館

７

２
６世紀青年

８

図書館戦争

有川浩

メディアワークス

８

零崎双識の人間試験

西尾維新

講談社

８

図解でわかる電気回路のしくみ

稲見辰夫、稲見昌彦

日本実業出版社

８

零崎軋識の人間ノック

西尾維新

講談社

８

偽物語 上

西尾維新

講談社

平成21年度 DVD購入リスト

NEWS

タイトル
イキガミ

崖の上のポニョ

休暇

君のためなら千回でも

秋深き

私は貝になりたい

めだか①〜④

チェ２
８歳の革命

Dr.HOUSE １〜６

チェ３
９歳別れの手紙

WALL･E

おくりびと

●平成21年6月、図書館利用者（学生）アンケート実施
●平成21年10月14日（水）
「トーハン北九州支店」において2009年度ブッ
クハンティングを開催しました。参加者9名、購入図書187冊でした。
●平成21年10月、ノート型パソコン1台購入
●平成21年11月、閲覧室のデスクトップ型パソコン1台更新
●平成21年12月、閲覧室照明器具（ダウンライト）取替え

プリズン・ブレイク ファイナル・シーズン! １〜１２

平成２
１年度

クラス別貸出冊数

編集後記
留学生が自分の国の図書館について語ってくれた中に、
「動く図書館」の話がでてきました。子供の頃、うちの近所にも「青空文
庫」という名前で、壁面の本棚にびっしり本を置いた巡回バスが回ってきていました。週に１回やって来るバスに乗り込んで、今回
はどの本を借りようかとわくわくしながら選び、急いで家に帰って読んでいたのを懐かしく思い出しました。いつも身近にあると有
り難味を忘れてしまいがちですが、いつでも本が読めるというのは幸せなことだと改めて思います。
横山郁子

