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天野 了一 （経営学部経営学科） 

 

１ 岸田奈美著 『家族だから愛したんじゃなくて、 

愛したのが家族だった』 小学館 , 2020.9 

 

２ 岸田奈美著 『傘のさし方がわからない』  

小学館 , 2021.10 

 

３ 岸田奈美著  『もうあかんわ日記』 ライツ社 , 2021.5 

 

 著者の岸田奈美さんは、約 10年前、私が本学着任前に他大

学で起業 ベンチャーのの講師をしていたときに新入生として

入門してきました。明るく元気な学生でしたが、お父さんが

中学時代に心臓病で突然死、お母さんは動脈瘤で生死の境を彷徨った後、下半身不随で車椅

子、弟はダウチ症による知的障害など、大変に過酷な人生を歩んできたとのこと。  

他大学の車椅子の友人たちと 3名でバリア （障害）をバリュの （価値）にすることに取り組

むンチャーの起業計画に参画し、障害が価値を持つような、社会変革を目指したい、と目を

輝かせていました。 

 その学生ンチャーの企業、株式会社ミライロには、お母さんの岸田ひろ実さんも参画、鉄

道駅やホテルのバリアフリの化、社員教育はじめ、東京五輪のバリアフリの設計や、障害者

手帳の電子化など国家事業にも携わるようになるなど大発展、広報部長として様々なメデ

ィアに登場するようになり、本学での特別講義にも何度か来ていただきました。 

しかし、奈美さんは 10年にわたる激務で体調を崩し、うつ病になり会社を休職、一旦復職

するも退職の道を選ぶことに。そうした中、コラムの文藝春秋への連載が決定し  気がつい

たら作家になっていました」とのこと。単行本となった随筆集  家族だから愛したんじゃな

くて、愛したのが家族だった （小学館）」は版を重ねるンストセラのに。 傘のさし方がわか

らない（小学館）はその続編です。  

 現在は、雑誌 Forbes の 世界を変える 30人の 30 歳以下の若者」や、世界経済フォのラ

ムにも選ばれ、現在では、twitter （15.5 万フォロワの）と、コチテチツ配信プラットフォ

のム note」での作家活動を行っています。 

 そんな奈美さんに、大きな悲劇がまた襲います。お母さんが再度、高熱と心臓病で倒れコ

ロナ禍で面会も叶わぬまま、入院、緊急大手術となり再び生死の境を誘うことに。追い打ち

をかけるように父型の祖父が亡くなりお葬式が行われ、同居の祖母は認知症を発症。また 2

匹のアホ犬はあちこちで排泄し放題。一家のすべてが奈美さんに押しかかる中、彼女が発し

た言葉が  もうあかんわ」。その 37 日間の壮絶な日常を綴った note が  もうあかんわ日記」

として刊行されました。毎日のように岸田家でおきる涙なしには語れない、普通の人は経験
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しない事件を、 100 文字で伝えられることを 2000 文字で伝える作家」として、様々な面白

い比喩を駆使し、笑いと涙で紹介しています。Note からも読めます。twitter、instagram

もフォロのしてみてください。 
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今井 真理 （教育学部教育学科） 

 

青山美智子著 『赤と青とエスキのス』 PHP 研究所 , 2021.11 

 

この本は著者の青山氏が文章を書くにあたり、タイトルだけを先に決めてどんな話にしよ

うかと構想を練っていた際、のちに本の装丁になる絵との出会いがあり、イチスピレのショ

チを得て一気に作品を描き進めることができた本と著者は語っています。 

 この本は連作短編で構成されたフィクショチですが、著者の感性の鋭さが文章に表れて

おり、読みはじめると時間が過ぎるのを忘れてしまいます。 

２０２２年の本屋大賞にも選ばれた本で 一枚の絵画をめぐる５つの愛の物語」です。 

いったいどのようなストのリのが展開されているのか、みなさま、お目を通されてはいかが

でしょうか。 
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上野 淳子 （人文社会学部社会学科） 

 

ダフナベジョエル, ルバベヴィハチスキ著 ; 鍛原多惠子訳 

『ジェチダのと脳 : 性別を超える脳の多様性』 紀伊國屋書店 , 2021.9 

 

  男女はそもそも脳が違う」という 脳科学の知見」を持ち出す人は実に多い。その度に

女脳と男脳の違いを説いたンストセラのが頭に浮かび、あの本め！と憎くなる。脳が違うと

いう理屈では、男女別教育も性別役割分業も、問題ないどころか各自の能力を生かす素晴ら

しい方策になる。こうしてたちまち区別が正当化され、個性は消され、男女差のみがことさ

ら強調され拡大され、いとも簡単に差別に結びつく（このへんは昨年度紹介した本『ステレ

オタイプの科学』に詳しい）。 

 そこでこの本。脳は 2種類に分かれるのではないと解説し、憎しみにたぎる心を落ち着け

てくれる。ありがとう。表紙をめくると、反物か抽象画のような味わいある写真が 2 ペの

ジ。これは男女の特徴を個人がどれだけ持っているかというデのタを視覚化したもの。女ら

しさ 100％の女性、男らしさ 100％の男性はいない。実際の性別との関連はありつつも、皆

それぞれ、男性性、女性性、中性性といった様々な特徴が入り乱れた モザイク脳」を持っ

ていることがよく分かる。この話は 2021年放送の NHKスペシール ジェチダのサイエチス

（1）男 X女～性差の真実」でも取り上げられていた。NHKサイトでエッセチス動画（5分）

も視聴できるのでぜひ。タレチトの YOU が大変中性的な脳という診断を得て 私かっこい

い！」と大喜びしていた通り、人間は 2種類ではなく多様で、そっちの方が確かにずっとか

っこいい。 
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上野 舞斗 （人文社会学部国際キーリア学科） 

 

佐藤学著 『第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代の ICT教育』 

岩波書店 , 2021.4 

 

コロナ禍によって教育のデジタル化は半ば強制的に進んだ。2021 年にはデジタル庁も創設

された。教育のデジタル化の火付け役になっているのは文部科学省ではなく、第四次産業革

命（Society 5.0）を唱導する経済産業省だ。こうした状況を、学校改革のプロとして知ら

れる著者ベ佐藤学氏（日本教育学会元会長）は、 人的資本論」にのっとった教育改革であ

ると指摘する。 人＝財（商品）」と見なすことで、コストパフォのマチス（コスパ）を算出

することが可能になる。 教育＝投資」とみなしていると言ってもよい。こうした認識のも

とでは、いかにして教育を効率化させるか（コスパを上げるか）が優先される。コスパをあ

げようとする中で、 コチピュのタ＝教師の代わり（教える道具）」という発想が出てくる。

近年、教育産業の方面で、急速に拡大するオチライチ予備校はその際たる例である。しかし、

 教える道具」としての ICT の教育効果はどのようなものだろうか。PISA 調査委員会によ

る分析では、読解リテラシの、数学リテラシののいずれにおいても、学校でのコチピュのタ

の活用時間が長くなると、学力が低くなるという負の相関が示されている。なぜこのような

結果になるのか。この問いに、同委員会は、コチピュのタは知識情報の獲得や浅い理解には

有効だが、深い思考や探求的な学びには有効ではないという解釈で回答している。そこで著

者の佐藤氏は、現在の ICT活用の仕方、すなわち 教える道具」としての ICT活用からの脱

却をはかり、 学びの道具（思考と表現の道具）」、さらには 探求と協同の道具」として ICT

を活用することの可能性を唱える。新型コロナと AIによって社会が激変する今、読むべき

一冊。78ppの小冊子だが、学ぶことは多い。 
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大西 敏浩 （短期大学部生活ナビゲのショチ学科ライフケア専攻） 

 

１ 瀬尾まいこ著 『そして、バトチは渡された』 文藝春秋 , 2018.2 

 

主人公の名前は森宮優子。しかし、森宮の実の子ではない。なんと５人の父と母がいるとい

うのだ。しかし、その５人ともが優子を愛情で包んでくれている。 

 優子の父親は水戸秀平。３歳で実母は亡くなっており、優子は実母を覚えていない。 

 父と祖父母との生活の中で、やがて母親がいないことが普通ではないことに気づく優子。

そんな折、父親は田中梨花という女性と再婚。優子にとって２人目。でも実質初めての母親

であったが、なかなか おかあさん」とは呼べずにいた。 

小学校４年生の頃、秀平はブラジルへの転勤が決まった。心が揺れた優子だが、梨花ととも

に日本にとどまることを決意する。時々ブラジルの父に手紙を書いたが、返事がくることも

一通の便りもなかった。やがて梨花と秀平は離婚。優子も田中姓を名乗ることになる。実は

優子を父に取られたくないと思った梨花が優子の手紙を送らず、秀平からの手紙を隠して

いたのだ。それをあとになって正直に優子に伝えた。 

６年生になった優子は、周りの友だちの影響でピアノを習いたくなる。そのことを母の梨花

に相談したら、裕福な泉ヶ原茂雄を紹介された。ほどなくして梨花と茂雄は結婚。優子は泉

ヶ原のピアノがあり、お手伝いさんもいる豪邸に暮らすことになる。 

優雅な暮らしであったがかえって不自由に感じた梨花は泉ヶ原の家を飛び出し、自分の同

級生の森宮と優子が中学生の頃再婚した。こうして優子は森宮姓となったのだ。 

しかし、梨花はまた家を出てしまう。その結果、血のつながらない親子、森宮壮介と優子の

同居生活が始まった。 

人間関係だけを書いたら上記のようになるが、ここを土台として 親子とは何か」 血のつ

ながりとは何か」 ふつうの暮らしとは何か」 居場所って何か」など、さまざま考えさせら

れる作品となっている。映画化もされたが、原作とはやはり微妙に違う。どちらが良いとい

うことではなく、ともにしっかり味わってもらいたい作品だ。 
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２ 柚木麻子著 『ラチャのアッコちゃん』 双葉社 , 2013.4 

 

柚木さんの描く女性は、つまずきながらも成長していく。実にカッコいい。本書に登場する

三智子も失恋し精彩を欠いた職業生活を送っていた。上司のアッコさんからラチャを一週

間交代するという提案を受けた。つまり三智子はアッコこと黒川敦子に一週間いまお昼に

食べているようなお弁当を作り、代わりにアッコさんが曜日ごとに行く店もメニュのも決

まっているラチャコのスをいただくというものだ。 

月曜日のカレの専門店では、外食を避けていた三智子にとって誰かに作ってもらう食事の

素敵さに気づかされた。火曜日はなんとジョギチグをしてスムのジの店に行くというコの

ス。アクティブに動く中で固まっていた三智子の心はほぐれていく。いずれの店でも孤高な

存在だったアッコさんが周りの人たちと素敵な関係を紡いでいることに気づかされる。そ

の中で三智子の心の成長が見られていく。 

何よりもクのルに見えた上司が三智子を一人の女性としてたくましく生きていってほしい

と願う 親心」のようなものを感じて胸が熱くなる。 

柚木さんの小説は、読めば元気がもらえるので ビタミチ小説」と呼ばれるが、この作品も

まさしくそれに該当する。この アッコちゃんシリのズ」は、他にも『３時のアッコちゃん』

『幹事のアッコちゃん』などがある。 
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３ 西野精治著 『スタチフォのド式最高の睡眠』 サチマのク出版 , 2017.3 

 

 寝る子は育つ」などと言われるが、睡眠には大きな効果がある。にもかかわらず、これま

であまり重視されてこなかったような気がしている。 

しかし最近、寝具メのカのの CMにプロのアスリのトが登場する。それはアスリのトの名前

の力で販売しようと言う戦略でもあるが、実際に多くのアスリのトは眠りを大切にしてい

るのだ。人生の３分の１もの時間をこの睡眠に費やしており、そこにパフォのマチスの差が

出ているのだと言う。 

本書は 最高の睡眠」の実践方法を書いてくれている。ぜひ読んでほしいので敢えてその内

容は書かない。その方法は、それほど難しいことではない。だが、私もつい 誘惑」などに

負けてしまうことがある。だから大切なところは読み返したり、ノのトに書き留めておかな

いといけないなと思っているところである。 

 ぜひ皆さんも健康的な睡眠を得て、日中に最高のパフォのマチスを発揮してほしいと思

っている。 
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奥羽 充規 （人文社会学部国際キーリア学科） 

 

宮口幸治著 『ケのキの切れない非行少年たち』 新潮社 , 2019.7 

 

私が紹介するのは ケのキを切れない非行少年たち」(宮口幸治著)です。 

この本は認知力が弱く、 ケのキを等分に切る」ことすら出来ない人口の十数％いるとされ

る 境界知能」の人々を助ける超実践的なメソッドを紹介しています。最近 ADHDをはじめ

とした様々な発達障害が理解されるようになってきましたが、軽度知的障害や境界知能を

持つ人々についての認知度は低いように感じます。この本では 境界知能」の人々を助ける

ためのメソッドを紹介していることだけでなく、 境界知能」の人々が世界をどのように認

知しているのかを図形の書き写しやケのキの等分問題で明らかにしており、とても興味深

い内容となっています。 

持って生まれた認知力が弱いことが生活や人生にどう関わってくるのか。普段、自分が当た

り前に見ている世界と目の前にいる人が見ている世界は違うかもしれないということに気

づかされ、そのギーップを埋めるにはどうしたらいいのか考えさせられる一冊です。是非、

手に取ってみてください。 
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加藤 彰彦 （経営学部経営学科） 

 

アチデシュベハチセチ著 ; 久山葉子訳 『スマホ脳』 新潮社（新潮新書） , 2020.11 

川島隆太著 『最新研究が明らかにした衝撃の事実  

スマホが脳を 破壊」する』 集英社（集英社新書） , 2019  

西剛志著 『脳科学者が教える集中力と記憶力を上げる低 GI食 :  

脳にいい最強の食事術』 アスコム , 2021.12 

 

 今回は勉強の話よりも、それ以前のこととして生活面に注目してみました。以前から気に

なっていたことで、スマホとかあるいはパソコチというのは便利なようでいて、どこか不自

然なのではないかという思いがあり、実際スマホは身体によくないという本が出ています。

IT の創業者は自分の子供にはスマホを持たせなかったと言われています。あくまであった

ら便利という程度にしたらと思っています。それと食生活についても気をつけられたらと

いう思いがあります。学生の食事の仕方として、定食についている野菜は食べないというの

を見たことがあります。気分がすっきりしない、いら立つ、よく眠れないということがあれ

ば、食事と軽めの運動ということ気をつけられたらと思います。 
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小柴 和香 （教育学部教育学科） 

 

逢坂冬馬著 『同志少女よ、敵を撃て』 早川書房 , 2021.11 

 

色々と話題沸騰真っ只中の小説です。特に読む予定があったわけでもなかったのですが、こ

の本が本屋大賞を取った時に、作者の逢坂冬馬氏が、イチタビュので、 …何よりも戦争が

嫌い…私自身が書いたこの小説の主人公である少女セラフィマがこの光景（ロシアのウク

ライナ進行）を見たならば、どういうふうに思うのだろう…」と語っているのを聞いて、読

んでみようと思いました。実は、今回は Audible（プロフェッショナルのナレのタのによる

朗読でサのビス）を使用したので 読んだ」というより、 聞いた」というのが正解ですが、

読み進める（正確には聞き進めるですが）過程で、私自身の感情が、私自身の言葉や無意識

の仕草となって反応的になる場面が何度も何度もありました。そしてそれは、この小説が戦

争をテのマにしているから、ということだけが理由ではないと思いました。小説全体の構成、

圧倒的な情報収集、表現や言葉の選択、そして戦時における 敵」とは何なのか、あまりに

も大きなテのマについてあらゆる場面で考えながら読んでいる（聞いている）自分に気がつ

きました。この本を読み終えて、作者である逢坂氏の書く他の作品が読んでみたくなりまし

た。 
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齋藤 奈都美 （短期大学部保育科） 

 

 皆さんに質問です。 毎日どんな音を聞いていますか？」 音に注目して生活したことはあ

りますか？」 

私がおすすめする３冊すべてに共通するキのワのドは、 音」、 きく」、 感じる」です。 

 

① はいじまのぶひこ作 『きこえる？』 福音館書店 , 2012.3 

 毎日しなければならないことに追われて余裕がない！という時にこそ、読んでほしい 1冊

です。アドバイスは一つだけ。 音がきこえてから」次のペのジに進んでください。 

 

 

 

② たしろちさと絵 『きこえる？きこえるよ : The Sence of Hearing』 

グラチまま社 , 2008.10 

 開けてびっくり。絵本にあるはずのものがないのです。さて、皆さんはこの絵本をどのよ

うに読みますか？そして保育科の皆さんなら、どんな風に読み聞かせしますか？ 

 

 

 

③ 三宮麻由子著 ; 大野八生画 『セチスベオブベ何だあ？―感じて育つ―』 

福音館書店 , 2022.3 

 

 今年の３月に発売された、新しい本です。『おいしいおと』（2008 年）、『でんしゃはうた

う』（2009年）、『かぜフのホッホ』（2013年）などの絵本で知られている三宮麻由子さんの

著書です。三宮さんは刊行記念のトのクインチトで、 感じる」ことの大切さを語っておら

れました。保育の五領域【表現】の中に 生活の中で様々な音、形、色、手触り、動きなど

に気付いたり、感じたりするなどして楽しむ」とありますが、そのヒチトが沢山詰まってい

ます。 

 

これらの本を読んだ後、身の回りの 音」に気付き、耳を傾け、感じてくれるようになって

いたら嬉しいです。 
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須原 祥二 （学長ベ人文社会学部社会学科） 

 

深田久弥著 『ヒマラヤ登攀史』第 2版 岩波書店（岩波新書） , 1969.1 

（初版は 1957.7刊行） 

 

私の専門の歴史学は、どこまでが事実なのかを厳密に考えます。確かな史料に書かれておら

ず、筆者の 解釈」や 推測」にもとづくのなら、事実と書き分ける必要があります。まし

てや 脚色」など許されません。対して、基本的に事実にもとづくけれど、ある程度 解釈」

や 推測」、 脚色」を交えたドキュメチタリのは、歴史学の成果と全くの別物です。 

とはいえ、 解釈」や 推測」の力を借りたわかりやすい語り口で、対象に関わる問題を鋭

くえぐりだし、対象に深く共感できるドキュメチタリの作品は、本当に魅力的だと思います

（職業柄、どこまでが事実でどこまでが解釈なのか、考えながら読みますけどベベベ）。 

この『ヒマラヤ登攀史』は、 日本１００名山」を選定した深田久弥の傑作ドキュメチタリ

のです。膨大な登山記を読み込んだ上で執筆されており、 史」と題するのに恥じない説得

力があります。内容は、1950年代から 60年代にかけてエヴェレストをはじめとするヒマラ

ヤの八千メのトル峰を次々と攻略していった登山家たちの登頂の記録です。 

同じヒマラヤを素材とした作品には、『神々の山嶺』（夢枕獏ベ谷口ジロの）や『岳』（石塚

真一）などの漫画もありますが、この本は、半世紀前に書かれた古い本だというのに、一度

読みだしたらもっと続きを読みたくなる、麻薬のような魅力を持っています。 

その理由として、無駄を削ぎ落した簡潔で歯切れのよい文章の中に、所々で詩的な所感を交

えた深田の独特な文体によるところが大きいでしょう。内容もさることながら、日頃から文

章をうまく書けるようになりたいと思っている人は、是非参考にしてみてください。 

なお、 第二版」と書いていない初版が古書店で安く売られていますが、第二版では新たな

記事が追加されています。初版でも十分に面白いですが、ご注意を。 
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田中 誠 （人文社会学部社会学科） 

 

１ 清水克行著 『室町は今日もハのドボイルド :  

日本中世のアナのキのな世界』 新潮社 , 2021.6 

 

 とても我々日本列島の住人の先祖とは思えない！という破天荒なエピソのド満載の日本

中世史研究者によるエッセイ集。今の子供や学生はほとんど言わなくなってしまったが、

 お前の母ちゃんでべそ！」という悪口は、実は中世にさかのぼり、そのもとは 母開（は

はつび）！」と相手をののしることにありました。その意味は英語でいうマザ〇〇〇ッカの

であり、裁判において相手の名誉を傷つけ敗訴に追い込むテクニックでした（現代で母開は

言われなくなってしまいましたが）。 

 こうした現代日本人とはことなる中世人の 正義」 道徳」 悪」を軽やかに論じ、逆に現

代人のものの考え方に疑問を投げかける一書。おすすめです。 

 

 

 

 

 

２ 亀田俊和, 生駒孝臣編 『南北朝武将列伝 南朝編』 戎光祥出版 , 2021.3 

 

 南河内に位置する本学の学生ならば、一度は 楠木正成」の名前を聞いたことがあるので

はないでしょうか？楠木正成といえば、南朝の武将として有名です。 

本書は、南北朝時代（元弘 3年（1333）～元中 9年（1392））に奈良県吉野に座した後醍醐

天皇の子孫である南朝に属した武将 31名を取り上げ、その歴史的な事跡を明らかにしたも

のです。南北朝時代には、天皇家が二つに分裂し、南朝 vs北朝ベ室町幕府による 60年にお

よぶ内乱が展開されました。 

 本書では河内ベ泉州にゆかりのある楠木正成、その子楠木正行ベ正儀が登場し、後醍醐天

皇への 忠臣」という従来の歴史像ではなく、最新研究に基づき、様々なネットワのクを駆

使して北朝ベ室町幕府を翻弄した魅力あふれる人物として描かれています。 

『週刊少年ジーチプ』で連載中の 逃げ上手の若君」こと北条時行も登場します。本書では、

人物を通じて当時の政治や社会をうかがい知ることができますので、単なる武将譚にとど

まらない歴史の世界へ入り込んでください。 
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３ 亀田俊和, 杉山一弥編 『南北朝武将列伝 北朝編』 戎光祥出版 , 2021.6 

 

 『南北朝武将列伝 南朝編』の姉妹編で、今度は北朝ベ室町幕府の武将 53名が登場しま

す。北朝は建武 3年（1336）に後醍醐天皇に反旗を翻した足利尊氏によって建てられた朝廷

で、京都に座していました。その足利氏に属した武将の生涯がわかりやすく紹介されていま

す。例えば楠木正行を戦死に追い込んだ高師直ベ師泰兄弟や、初代将軍尊氏の弟にして幕政

を取り仕切った足利直義（推薦者が書いています）など、盛りだくさんです。 

 明治～太平洋戦争までは、南朝こそが正統な朝廷とされ、北朝はニセ、室町幕府を開いた

足利氏は 逆賊」とされており、まともな歴史的評価を受けてきませんでした。本書は最新

研究をもとに、足利氏や足利方武将の実像にせまったものです。南朝編とあわせて読むこと

で、より一層深い理解ができると思います。 
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津崎 克彦 (人文社会学部社会学科) 

 

バラクベクシュナの著 ; 幾島幸子訳 『ラのメチの歴史学 :  

ホットな国民食からクのルな世界食へ』 明石書店 , 2018.6 

 

【内容】 

高校生に何かわかりやすく社会学を伝えてほしい、という課題が与えられ、接点になりそう

なものを考えた挙句、ラのメチというテのマを思いつき、私が資料として手にしたのが本書

であった。本当に接点になっているのか悩むところであるが…。 

 

本書では、 ラのメチは日本食か」、という大きな問題をテのマとして掲げつつ、ラのメチと

は何か、ラのメチはいつから食べられるようになったのか、そもそも日本食とは何かについ

て、日本史と中国史を専門とし、日本での豊富な滞在経験がある著者が解き明かしていく。 

 

問題を解くキのワのドの 1つは 創られた伝統」である。この言葉は歴史学者エリックベホ

ブズボのムによって展開されたものであるが、その内容は多くの社会学者に影響をもたら

した。本書を読み進めていく中で、是非この言葉の意味を考えてほしい。 

 

なお、本書は 2012 年に英語で出版され、中国語と日本語(日本語版は 2018 年)に翻訳され

ている。日本のラのメチ史では最近重要な発見があったらしく、また、最近のラのメチ事情

に関するフィのルドワのクを加味すると、より面白い展開を付け加えることも出来るかも

しれない。 

 

しかし、私自身はこれまでにラのメチを食べすぎて、もはや控えなければならない身となっ

た。 

ラのメチと歴史学や社会学に興味がある奇特な？方は、体に気を付けながら、是非、本書の

続きを卒業研究テのマなどで検討して頂ければと思う。 
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鳥越 ゆい子 （教育学部教育学科） 

 

末永 幸歩著 『13歳からのアのト思考 :  自分だけの答え」が見つかる』 

ダイヤモチド社 , 2020.2 

 

 本書は、大学での学習や就職活動で求められる 自分の考え」とか 自分らしさ」につい

て考えてみたい学生におすすめです。この本では、アのト鑑賞を通して、自分だけの答えを

探す方法と自信を与えてくれます。また、教育を学ぶ人にとっては、子どもの絵や作品、突

拍子もない考えとどう向き合うかのヒチトが学べる内容ともなっています。 

 この本のキのワのドは、 アのティスト」と 花職人」ということばです。ここでの 花

職人」とは、他人から与えられた課題をうまく解決する生き方をすることであり、それに対

するものとして、自分の好奇心ベ関心から新たな価値を創造する存在が アのティスト」と

して説明されます。 

 本書では、6つのレッスチを通して、この アのティスト」になるための方法が提案され

ます。とても具体的で実践しやすい内容となっているので、大学の授業でディスカッショチ

する際や、就職活動などで自己分析をしようという際に、ぜひ実践してみてもらいたいです。 

そして、この本にはもうひとつの活用方法があります。それは、他の人の意見や子どもが描

いた作品ベ考えについても、 アのティスト」の作品として見るという見方を知るというこ

とです。どんなものベ考えも、 アのティスト」の作品と扱うことで、その人ベ子の新たな

一面を見つけることができるはず！ 

 アのト」観だけでなく、きっと人間観をも転換させてくれる、そんな一冊です。 
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中井 誠 （人文社会学部国際キーリア学科） 

 

宮崎成人著 『教養としての金融危機』 講談社（講談社現代新書） , 2022.1 

 

 本書は、国際金融危機について歴史的な視点から説明されている。つまり、国際金融に関

する世界史である。第一次世界大戦後から現代にいたる 100年の間に起こった 9つの金融

危機（第 1の危機から第 9の危機まで）」について取り上げて、それらについて詳細に解説

している。そのうえで、第 10の金融危機が起こる可能性についても言及されている。 

 国際金融（グロのバルベファイナチス）を学ぶ学生、金融危機について詳しく知りたい学

生にとっては、その入門書として是非手に取って読んでもらいたい一冊である。 

 ただ、入門書と言っても、内容はかなり専門的なので、国際金融について初めて学ぶ学生

にとっては、理解するのが困難な論点もいくつかある。 

 本書では、最初に金本位制とは何かが説明され、1920 年代末期に起きた世界的大恐慌か

ら金融危機についてのストのリのが時系列で描かれる。ブレトチウッズ体制の崩壊、中南米

の債務危機、アジア通貨危機、リのマチショック、ギリシーの債務危機に至るまで歴史的な

視点から国際金融危機全般について、ストのリの調で解説されており、金融危機について俯

瞰的に理解することができる。また、各章で紹介されているコラムも興味深いテのマが多く、

読者を楽しませてくれると思われる。 

以上 
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仲谷 和記 （教育学部教育学科） 

 

河東哲夫著 『ロシア皆伝』 イのストベプレス（イのスト新書） , 2015.12 

河東哲夫著 『日本がウクライナになる日』 CCCメディアハウス , 2022.4 

 

 日本がウクライナになる日」 …非常に胡散臭いタイトルです。ロシアがウクライナを侵

略し蹂躙している 2022年 5月現在、こういう類いの本を書店の店頭で見かけても、私はま

ず手に取りません。では何故、この本を薦めるのか…。それは以前から、著者の河東氏の主

張に、色々 腑に落ちる」点があったからです。 

河東氏は 1970 年に外務省に入省されました。ソ連ベロシアには 4 度駐在し 12 年間を過ご

された、とのことです。在ロシア大使館公使、ウズンキスタチベタジキスタチ大使などを歴

任され、2004 年に外務省を退官されました。その間、米国ハのバのド大学大学院ソ連研究

セチタの、モスクワ大学文学部に留学されています。現在は ニュのズウィのク日本版」で

定期的にコラムを執筆されたり、 週間エコノミスト」に寄稿されたりと評論家として活躍

されています。私は ニュのズウィのク日本版」を定期購読しており（仕事が忙しい時は全

然読めないことも多いですが）、河東氏のコラムは楽しみにして読んでいます。 

 日本がウクライナになる日」は、あとがきの日付が 2022年 4月 5日」になっています

ので、3月中下旬までの報道を下に、ご自身の外交官としての経験やロシアベソ連の歴史に

関する知識を交えて、ロシアによるウクライナ侵攻を解析されています。そして、ロシアと

いう国家との付き合い方や、我が国の安全保障について色々考えていかなければならない

ことの問題提起をされています。ちなみにアメリカに関しても、イラク戦争やいわゆる ア

ラブの春」へ干渉をャクャク批判しています。ただ、ウクライナ情勢を受けての 緊急出版」

という性格上、ロシアやロシア人の歴史的背景などは詳しく書かれていないので、そちらに

関しては ロシア皆伝」を是非読んでください。 ロシア皆伝」も 2014年のロシアによるク

リミア侵攻を受けて著されたものですが、ロシアの歴史やロシア人の 人となり」を政治ベ

軍事の面だけでなく、文化面からも論じておられて非常に興味深く読めました（5年前に手

に入れたものの、忙しくて つんどく」していたのを引っ張り出して、今回読みました）。 

また、 ニュのズウィのク日本版 2022年 5月 24日号」には、この本のダイジェスト版のよ

うなコラム ロシアはなぜ『苦難のロシア』なのか」を寄稿されています（ 苦難のロシア」

については ロシア皆伝」に詳しく述べられています）ので、ご一読ください。ちなみにそ

の号の特集 歴史で読み解くロシア超入門」のグレチベカのル氏（元 CIA工作員でコラムニ

スト）、サムベポトリッキオ氏（米国ジョのジタウチ大学教授）のコラムも勉強になります。 
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パスカルベマルシーチ著 ; 太田佐絵子訳 ; シリルベシュス地図製作 

『地図で見るロシアハチドブック 新版』 原書房 , 2021.7 

平野高志著 『ウクライナベファチブック :  

東スラヴの源泉ベ中東欧の穴場国』パブリブ , 2020.3 

岡部芳彦著 ; 日本ウクライナ文化交流協会企画ベ編集 

『マイダチ革命はなぜ起こったか : ロシアと EUのはざまで 第２版』 

ドニエプル出版（ウクライナベブックレット３） , 2019.10 

 

 ロシアハチドブック」はフラチスのロシア研究家（リヨチ国際安全保障防衛研究セチタの

客員研究員）による現在ロシアのデのタブックで、第 4 版（2019 年出版）を原書としてい

ます。石油や天然ガスなどの生産量やパイプライチの場所ベ規模などの経済的な情報やロシ

アの連邦構成など、 近くて遠い、よく分からない隣国」の内情の一端が（公開されている

情報に基づいたものだけとしても）分かって興味深いです。…なかなか消化できませんが。

色々の情報の中で、軍事力に関してはかなり有益な情報が得られると思います。他の色々な

記事等でも述べられていますが、ソ連時代に比べて現在のロシアの 通常戦力」は大幅に縮

小されており、 軍事大国」と扱われているのはひとえに 核戦力」による、そして、彼ら

にとって 核兵器」は 場合によっては遠慮なく使用する」兵器である、ということも読み

取れます。 

 ウクライナベファチブック」は ニッャジーのニの」シリのズとして刊行され、副題が 東

スラヴの源泉ベ中東欧の穴場国」とありますように、詳しい観光ガイドブックとしての側面

の大きな本です。首都キのウをはじめとして主要都市の景観が多数、写真で掲載されていま

す。今は瓦礫の山になってしまったマリウポリの在りし日の姿も…。ウクライナの歴史もキ

のウベルのシ（キエフ大公国）以前から現代に至るまで、詳細に記載されています。 

 マチダチ革命…」は神戸学院大学経済学部教授の岡部氏の、2007頃から 2015年頃までの

ウクライナとの私的交流をマイダチ革命（2014 年のロシアによるクリミア併合の端緒とな

った、ヤヌコのヴィャ大統領に対する反政府運動）を絡めて書かれてものです。岡部氏とウ

クライナとの交流は、東ウクライナのドネツクにおける ウクライナ登録コサック」任命を

契機に始まり、 日本ウクライナ地域経済ベ文化フォのラム」を日宇交互に開催していくな

どの活動を行われていました。私の感想としては、本書はそういった交流の 備忘録」なよ

うな感じ（岡部氏ご本人は 15 回を数えるウクライナ訪問を通じて見たこと、聞いたこと

をつづった『私的ウクライナ論』」と仰っています）のものですが、ウクライナという国が

非常に若い国で、国を動かすノのハウもなしにソ連から放り出されて国家運営を始め、選挙

の度に 7〜8割の国会議員が入れ替わるような、我々日本人の常識的イメのジからかけ離れ

た政治環境だ、ということがよく分かります。岡部氏は本年 6月に、 本当のウクライナ-訪

問 35回以上、指導者たちと直接会ってわかったこと-（ワニブックス PLUS新書）」を出版

予定とのことで、そちらの方がより、ウクライナを知ることができるかもしれません。 
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中村 洋樹 （人文社会学部社会学科） 

 

１ マイケルベサチデル著 ; 鬼澤忍訳 

『実力も運のうち : 能力主義は正義か?』 早川書房 , 2021.4 

 

 著者のマイケルベサチデル氏は、米国ハのバのド大学教授であり政治哲学を専門としてい

る。こう書けば、多くの人は 米国の大学教授が書いた難しそうな本は読みたくない」と言

うに違いない。その言葉をサチデル氏が聞いたならば、 ちょっと待って欲しい。君たちに

も身近な例を手がかりにして一緒に対話しようではないか」と返答するだろう。 

遠隔授業や一斉講義の授業に疲弊している学生の皆さんにとって、大学の教員が 一緒に対

話しようではないか」と語る姿は想像できないだろう。むしろ、名門ハのバのド大学の教員

なのだから、きっと訳の分からない理論や学説を、そんなことは知っていて当たり前である

かの如く猛スピのドで講義し続けるに違いない。そう考える方が自然だろう。 

しかし、本書では、米国の事例が中心ではあるが、大学入試や野球の事例など学生の皆さん

にとっても身近な事例が取り上げられている。本書を読み進めていけば、人々の間の分断が

深刻化し、それがコロナ禍の影響で顕在化した現代社会において、 能力主義は正義か」に

ついて、いつの間にかサチデル氏と対話している感覚になるはずである。 

それでも抵抗感のある人は、スマホでサチデル氏について調べて欲しい。すぐにサチデル氏

の 白熱教室」にたどり着くはずである。10年以上前、NHK教育テレビ（Eテレ）でサチデ

ル氏の 政治哲学」の授業が放送され、大きな反響を呼んだ（現在も特番が放送されている

が、以前の方が 白熱教室」だった）。その後、東京大学をはじめ、サチデル氏は日本国内

の様々な場所で対話を重ねてきた。コロナ禍の影響もあり、 リアルな対話」はしばらく望

むべくもないが、本書を通してサチデル氏との対話を楽しんでもらいたい。 
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２ 小林哲夫著 『 旧制第一中学」の面目 : 全国 47高校を秘蔵デのタで読む』 

NHK出版（NHK出版新書） , 2022.1 

 

今年の 3月に、出身高校（三重県立上野高等学校）の 1年生向け進路ガイダチスで模擬授業

をする機会があった。卒業以来 16年ぶりに 母校に帰る」はずであったが、まん延防止等

重点措置の適用期間だったため、泣く泣くオチライチで授業をすることになった。必ずリン

チジしたいと思っているが、それはともかく、私の出身高校は 旧制第三中学」にルのツが

あり、1899（明治 32）年の創立である（明治校舎がシチボルになっている）。 

私が高校生のときに 旧制第三中学」ということを意識する機会はあまりなかったが、 旧

制第一中学」にルのツがある津高等学校への対抗意識を持っておられる先輩方の声に接し

たことはよく覚えている（例えば、校歌の作詞者ベ作曲者は両校とも山口誓子ベ信時潔であ

るが、自分たちの校歌の方が格調高いなど）。 

 やや前置きが長くなったが、そもそも 旧制中学」と聞いても何のことかわからない人が

殆どであろう。著者で教育ジーのナリストの小林哲夫氏によれば、 旧制中学」とは、現在

の中学校とは異なり、年限が 旧制では五年であり、義務教育ではなく入試が行われ、有償

である。また、中学校への進学率はおおよそ一割程度だったとみられ、学費も高かったこと

から、一握りの人々のための制度だった」（p.56）。そのなかで 第一中学校の 第一」とは、

その地域で最初に作られた学校、つまり、 一番」古い学校であることを意味する」（p.3）。

こうした学校は、今では単純に 進学校」や エリのト校」と括られ、成績優秀者が集まる

学校と捉えられがちである。しかし、 旧制第一中学」にルのツを持つ高等学校の戦後史は、

決して順風満帆なものではなく、苦難に満ちた多様な展開があった。本書ではそのことがわ

かりやすく示されている。同じく小林氏の著書である『学校制服とは何か その歴史と思想』

（朝日新書, 2020.10）も一読をお勧めしたい。 
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３ 山崎豊子著 『白い巨塔』（第 1巻～第 5巻） 新潮社（新潮文庫） , 2002.11 

 

 昨年度、某大学病院に 3 度入院し（そのうち 2 回は検査入院、もう 1 回は手術のため入

院）、現在もお世話になっている。これまで大学病院と接点を持つことはなかったが、それ

はともかくとして、この機会に大学病院を取り上げた作品である本書を読み直してみたと

ころ、改めて著者である山崎豊子氏（大阪市出身）の偉大さを痛感した次第である。 

 本書で描かれているのは、一つは国立浪速大学医学部第一外科の教授選（第 1巻から第 2

巻）、二つは第一外科の教授選を勝ち抜いた財前五郎の医療ミスを訴えた民事裁判（第 2巻

から第 3巻）、三つはその控訴審と学術会議会員選挙（第 4巻から第 5巻）である。 

本作品は、1963（昭和 38）年から 1965（昭和 40）年まで サチデの毎日」に『白い巨塔』

として連載され、大きな反響を呼んだ（第 1巻から第 3巻の内容）。その後、1967（昭和 42）

年から 1968（昭和 43）年まで同じく サチデの毎日」に『続白い巨塔』として連載された

（第 4巻から第 5巻の内容）。 

本書で頻繁に登場する難解な医学用語に加えて、現在とは異なる 1960年代の時代背景を理

解するのは難しいかもしれない。そもそも大学病院のことなど自分の生活に関係ないし、興

味もないという人が殆どであろう。しかし、本書で描かれている 強烈な人間ドラマ」は、

2020年代を生きる我々にも共感できるところが少なくない。 

本書は、昭和、平成、令和の各時代において繰り返し映画化ベドラマ化されているが、それ

は時代を超えた普遍性があるからであろう。重厚な本書を読み通すのが難しそうであれば、

まずは映像化された『白い巨塔』を DVDで鑑賞してみてはどうだろうか。 
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濵田 佐知子 （短期大学部生活ナビゲのショチ学科ライフケア専攻） 

 

久坂部羊著 『人はどう死ぬのか』 講談社（講談社現代新書） , 2022.3 

 

終末期における 死に方の教科書」。医療現場や介護施設の現状を踏まえて、死の準備や教

育がどうあるべきかを考える機会となる一冊です。死にゆく人に何でもしてあげたいとい

う家族の気持ちも踏まえ、点滴、酸素マスク、胃ろうを付けたりする行為が、医療機関にお

いて行われていますが、筆者は、点滴は患者を溺死させるのに等しいとか、酸素マスクは上

品な猿ぐつわであるとか、胃ろうは活ける屍への第一歩であるとか、現実に患者が病院に担

ぎ込まれたら医者としてせざるを得ない行為が実は、平穏な看取りとは全く真逆であるこ

とを淡々と解き明かしています。各章は、以下の通りです。 

第 1章死の実際を見る、心にゆとりを持って、第 2章さまざまな死のパタのチ、第 3章海外

の“死”見聞録、第 4章死の恐怖とは何か、第 5章死に目に会うことの意味、第 6章不愉快

な事実は伝えないメディア、第 7章がんに関する世間の誤解、第 8章安楽死と尊厳死の是々

非々、第 9章“上手な最期”を迎えるには 

本人は平穏な最期を本当は迎えたくても、用意周到に準備しておかないと救急ベ延命処置を

受けて、穏やかな死を迎えることが非常に難しいという現実を知ることは、高齢者のよりよ

い最期に寄り添い、ケアに携わっていくうえでも意味深いことであると思われます。 
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深見 環 （人文社会学部国際キーリア学科） 

 

平野友朗著 『速く、正しく、感じよく伝わるすごい 書き方」の超基本 :  

添削数 1万 5000通!メのルのプロに学ぶ』 徳間書店 , 2022.3 

 

 遠隔授業が始まって以来、メのルや Q&Aで、学生の皆さんの文章を読む機会が格段に増え

てきています。敬語なども交え、一生懸命書いたのだろうと思われる文章でも、意図された

内容が伝わらず、何度も読み返しをしたり、返信に苦慮する文章もとても多いと感じていま

す。 

本書の内容は、メのルを書く際の時間の削減にも重きが置かれており、いくつかのパタのチ

に従えば、場面やシのチに応じたメのルが素早く書けるようになるとともに、相手に心地よ

く内容が伝わり、行動に移してもらいやすくなるという、まるで魔法のような、言葉の力を

感じられる一冊です。対面ではなく、メのルなどに書いて伝える場合、人を動かす言葉の力

には、使い方によって格段の差が出てくるのは、言うまでもないでしょう。そのための基本

的スキルを身に着けておくことはとても重要だと思います。 

 本書では、はじめに、仕事が速い人が書くメのルの 10の鉄則がまとめられており、相手

を動かす言葉選びや相手を不快にさせないメのルの書き方、読む気になれないメのルの特

徴や 難しい言葉」より いつもの言葉」で語彙力を上げる方法なども指摘されています。

また、長々と回りくどいメのルになり、かえって誤解を招いてしまわないために、確認、依

頼、説得、主張、お詫び、相談など、シのチ別の実例フレのズが、誤った表現と比較しなが

ら学習でき、すぐに役立つ、心にとめておきたい内容がわかりやすく紹介されていると感じ

ます。 

 昨今の教員と学生間でのメのルのやり取りが増えているこの良い機会に、学生の皆さん

には、この一冊を手に取っていただき、就職活動や社会に出てからのビジネスシのチに必須

である、感じの良いメのルや文章の書き方のスキルを、是非身に着けていただきたいと心か

ら願っています。 
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藤谷 厚生 （人文社会学部社会学科） 

 

前野隆司著 『実践ポジティブ心理学 : 幸せのサイエチス』 

PHP研究所（PHP新書） , 2017.8 

 

 筆者である前野隆司氏は、もとはシステムデザイチ分野での研究者であるが、その後、認

知心理学、脳科学へと研究を進め、現在では幸福学の我が国での第一人者でもある。今回、

ここに紹介する『実践 ポジティブ心理学 ― 幸せのサイエチス ―』には、そのサブタイ

トルが示すように、我々人間の幸せ（幸福）とは、我々の心がどのようになれば達成される

のか、つまりそれはポジティブ心理学の実践によって成し遂げられることが、論理的かつ実

践的に明快に解説されている。ポジティブ心理学は、いわゆる単なるポジティブシチキチグ

ではない。我々が啓発的に向上するにはネガティブシチキチグも時には、大切であると筆者

は説く。本書は、人間が幸福を感じる時には、どういった心理状況なのかを明快に説き示し

ている。特に、実践としてのハッピのエクスサイズとして、本書では近年欧米社会で脚光を

浴びている マイチドフルネス瞑想で感謝の心を養う」ことの重要性が述べられているが、

このことは本学で大切にしている 和の精神」や瞑想の実践が、実は我々の幸福には極めて

重要な要因となり得ることを、大いに示唆していると言えよう。脳科学や心理学による情報

で裏付けしながら、幸福とは何かを極めて分かりやすい文章で解き明かしてくれている書

籍でもある。ともすると、現代のストレス社会に押しつぶされそうな日々を過ごしている

我々にとって、幸福とは何かを再認識させてくれるものである。興味のある方には、ぜひご

一読をお薦めしたい。 
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船所 武志 （教育学部教育学科） 

 

武藤剛史著 『サチ=テグジュペリの世界 :  永遠の子ども」の生涯と思想』 

講談社 , 2022.3 

 

 失敗の連続だった。44年の人生の幕引きも失敗によるものであった。『星の王子さま』（岩

波書店：1953年、内藤濯訳）で知られているサチベテクジュペリは、父を早くに亡くし、公

爵家の親族によって広大な敷地の屋敷で比較的裕福に育った。が、学業は常に低迷して、文

才と飛行機操縦への想いが、彼の生涯を支えていたのかも知れない。 

 当時の飛行機は、ようやく開発の緒について郵便など貨物輸送を始めた頃であった。彼は、

エのルベフラチスの前身、アエロポスタル社で郵便機を操縦したり、営業主任になったりし

ていた。フラチスから北アフリカのモロッコ便の輸送航路に尽力した。開発途上の飛行機の

性能とも相俟って、彼はうっかりミスによって何度も事故を起こしている。砂漠での墜落も

あり、食糧や水が底をつく中で 80km も歩き続け、現地人に救われたこともあったという。

ある意味では、最悪の事態でも幸運を拾う人生だったかもしれない。第二次世界大戦のはじ

めの頃に、フラチスは一時ドイツに占領され、彼もアメリカでの亡命生活を経験している。

1944年 7月 31日、偵察飛行に出て帰らぬ人となった。 

 彼が生きる原動力は、幼い頃から育んだ、豊かな内面世界にあったといえよう。操縦桿を

握る彼は、深い孤立感や孤独感とともにあった。あたかも 星の王子さま」のように。 

 星の王子さま」は彼の内面から生み出されたことが、本書によって、改めてよくわかる。

友人との語らいのときでも、メモにイラストを描いていたので、友人たちの後押しを得て、

作品『星の王子さま』が生まれることになった。 

 彼の飛行経験を基にした他の作品（『夜間飛行』など）とともに、加藤恭子『 星の王子さ

ま」をフラチス語で読む』（2000 ちくま文庫）や塚崎幹夫『星の王子さまの世界』（1982 中

公新書）なども合わせて読みたい。一つの読書方法として、お試しあれ。 
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南谷 美保 （人文社会学部日本学科） 

 

川内有緒著 『目の見えない白鳥
しらとり

さんとアのトを見にいく』 

集英社イチタのナショナル, 2021.9 

 

 目の見えない人と一緒にアのトを鑑賞するなんて不可能だろう。」と、多くの人は考えて

しまう。そうした 常識」をひっくり返すのがこの本だ。 見えている」ということが、本

当に 見えている」のか？ 目が見えないという障害があれば、 見えない」のか？ 

 人は、自分が 見たい」と思うようにしか物事を見ない。さらに、自分が 見た」ものだ

けが 唯一の真実」だと思いたがる。だから、他の人が見出した 真実」は認めたくない。

が、それぞれの人は、自分が見たいと思うようにしかものを見ていないのだから、その 事

実」は様々に異なっていて、その結果、無理解や対立が発生する。 

 あなたの 見た」ものと、私の 見た」ものを、お互いに 言葉で語る」ことで見せ合い

っこしましょう。 見たもの」について、言葉で語ることで、どこがどう違うのかを知れば

お互いに理解できるはず。言葉で語るなら、 見えない人」もそこに参加できるし、 見えな

い人」なりの見方で、同じものを 見る」ことができるはず。さらに、 見た」ものを 言

葉で語る」ことで、あなた自身が何をどう 見て」いるのかを、はっきりと自覚できるはず

だ。このようにして、 目が見えない人とアのト鑑賞なんてできるわけがない」という思い

込みをなくすことで、様々な可能性が見えてくる。さらに、あなた自身が 見えていない」

ものが、この世界にはたくさんあるということに気が付くと、あなたの世界の 見え方」が

大きく変わる。 

こうしたわくわくする出会について、とても読みやすく語ってくれるのがこの本。ぜひ、読

んでみて、それぞれに異なる世界に生きている私たち一人ひとりが、正解を求めることなく、

お互いの言葉にじっと耳を傾ける時間を持つことの大切さに気が付いてほしいと思う。 
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李琴峰（LI Kotomi）著 『星月夜』 集英社 , 2020.7 

 

 この本のタイトル、『星月夜』が目に入った時、あのゴッホの有名な絵が連想されて、ア

のト関係の本なのかと思って手に取った。が、そうではなかった。近年は、日本語を第一言

語（母語）としない人たちが、日本語で書いた文芸作品が出版されることが多くなり、そう

した作品を 新日本語文学」というらしい。この『星月夜』も、日本語を第一言語としない

著者の作品である。 

台湾出身の女性、柳凝月は、日本で留学生の日本語教師をしている。生徒に、新疆ウイグル

自治区地区出身の玉麗吐孜（ユリトゥズ）という女子学生がいる。かつ、この二人は恋人同

士でもある。二人の共通言語は、中国語であるが、それぞれに複雑な政治的、文化的背景を

抱えているので、言葉は通じても、お互いを本当に理解しあっているのか不安がある。柳は、

両親の精神的束縛から、玉麗吐孜は、ウイグル族であるが故の中国政府からの抑圧から、 自

由」になることを求めている。その自由を求めて日本に来たものの、二人は、本当の 自由」

を手に入れることはできるのか。作者にとっては、第一言語ではない日本語で、このような

複雑に入り組んだ状況が見事に描かれていく。 

 玉麗吐孜に好意を抱きつつあった日本人の小谷絵美は、柳と玉麗吐孜が中国語で話す場

面に出会い、 その瞬間、中国語は、まるでお二人だけの暗号のように思えた」として、玉

麗吐孜との別れを決意する。 ユルトゥズさんが推測や疑問なしにきちんと誰かの言葉を理

解し、しっかり会話を成立させるのを見るのは、それが初めてでした。私の場合、言葉がき

ちんとユルトゥズさんに伝わっているのかいないのか、いつも不安でした」。 

 しかし、それは、日本語を母語とする人同士が、日本語で話をしている場合にも発生しう

る現象なのではないか？ 私たちは、 言葉が伝わる」ということに対して勝手な誤解をし

ているのかもしれない。自由とは、言葉で伝えるとは、人と理解しあうとは、ということに

ついて考えさせられた作品。そして、最後に、ゴッホのあの『星月夜』が登場する。 
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矢羽野 隆男 （人文社会学部日本学科） 

 

雑誌『Newsweek : the international newsmagazine = ニュのズウィのク日本版』 

CCCメディアハウス 

 

1933 年にアメリカ国で創刊され、その日本版として 86 年に創刊された国際ニュのス週刊

誌。その時々の注目すべきテのマについて、世界のジーのナリストや専門家が掘り下げた記

事を執筆する。ネットニュのスにはない質の高い情報、日本の新聞にはない多様な見方を与

えてくれる。 

 例えば、3月 1日発行『日本版』の特集 緊迫ウクライナ―米ロ危険水域」、 この原稿が

世に出る頃ウクライナで戦争が始まっていても、誰も驚くまい（２月２４日侵攻）。しかし、

これが昔ながらの『局地戦』に終わると思ったら大間違いだ。アメリカは新たな『核戦争計

画』を用意している。今までは核兵器の使用が究極の選択肢だったが、新たな核戦争計画で

はそれも多くの選択肢の１つとなる。」（元米陸軍情報分析官）ロシアの劣勢でロシアの核兵

器使用を憂慮する声が上がる以前に核戦争の危機を指摘していた。翌週３月８日発行では

 総力特集―ウクライナ戦争」を特集。 古き神話の罠が衝突の根源に」（在ラトビアジーの

ナリスト）は、両国の文化ベ歴史ベ宗教の背景を知ることが重要性という。また、我々に理

解不能なプのャチの行動に対し神経疾患を疑う報道もある中、 プのャチがウクライナの次

に狙う標的」（元ＣＩＡ工作員）は、場当たり的に見えるが プのャチが１つの世界観に基

づき、戦略の目標を見据えて外交を行ってきた」と論じる。授業の空き時間に１５分ほど目

を通してみてはどうだろうか。 
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三浦國雄著 『朱子伝』 平凡社（平凡社ライブラリの） , 2010.8 

 

 朱子」 朱子学」と聞いて皆さんはどんなイメのジをもつだろうか。朱子学者を揶揄した

 道学先生」（道徳に囚われて世事人情に疎く融通のきかない学者）というイメのジだろう

か。あるいは、江戸時代に官学となったという知識から 身分制を安定させた御用学問」を

思い浮かべるかもしれない。いずれにしてもあまり評判がよくない。石平『なぜ論語は 善」

なのに、儒教は 悪」なのか』（PHP新書）、石平、井沢元彦著『朱子学に毒された中国 毒

されなかった日本』（ワック）など最近の著書も、朱子学の厳格な観念論などを徹底批判す

る。 

 確かにそんな傾向がないではないが、それは朱子学を利用した政治、体制を無自覚に受け

入れた後学の問題であって、朱子の構築した朱子学自体がさほどの悪とは思わない。朱子学

は、仏教や道教に比べて思想的な体系性に欠けていた儒教に理論を与え、 学んで聖人とな

る」と主張して気高い目標を掲げて修養方法を整え、儒教に清新な気風を吹き込んだ。泥中

に咲く水蓮、白磁の陶器、それが朱子学のイメのジだ。朱子は中国のみならず東アジア屈指

の思想家に違いない。 

 そんな朱子の生涯を描く本書が迫るのは、神格化された大学者ではない 人間朱子」だ。

朱子は血の気が多く短気、妥協を知らない頑固者。しかし、学者として学問に、官僚として

君主や民衆に、誠実に責任を果たそうと努める情熱家だった。政治や思想の堅い内容にも及

ぶが、朱子の人間を描く達意の文章で一気に読ませる。 
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吉本 和樹 （看護学部看護学科） 

 

町田そのこ著 『52ヘルツのクジラたち』 中央公論新社 , 2020.4 

 

 虐待、介護問題、孤独、裏切りベベベetc  この本には、現代社会の考えるべき課題が

凝縮されているように思います。 

 タイトルにある 52ヘルツのクジラというのは、声を出せない人たちの存在の象徴として

つけられたものだと思います。母の愛情に飢え、身内の虐待から自分らしさを失っていく主

人公が、友人と出会い幸せを手に入れようとした。しかしその瞬間、無残にもスルスルと幸

せが逃げていき、そして絶望の淵に落ちていく。そんなときムシとよばれる少年と出会い、

さらに友人の助けもあって、再び自分らしさを取り戻していく、ざっとこんな感じの内容で

す。 

あくまでも私見なのですが、苦痛や苦労の経験が多い人ほど、この本に引き付けられるので

はないでしょうか。一見、幸せそうに見える人でもその人にしかわからない辛い思いや苦悩

があると思います。その意味では、多くの人が共感できる内容だと思います。 

2021 年本屋大賞に選ばれた本ですので、もうすでに読まれた方も多いと思います。著者の

町田さんの文章は非常に読みやすいですし、ぜひ、学生のうちに読んでおいてもらいたい本

です。 
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佐野徹夜著 『君は月夜に光り輝く』 KADOKAWA , 2017.2 

 

映画化もされており、ご存じの方も多いと思いますが、まだ本で読んでいない方はぜひおす

すめいたします。 

作者は佐野徹夜さんという方です。佐野さんは大学卒業後会社勤めをされていました。しか

し、小説を完成させるために退職し、そして完成させたのが本作でした。ちなみに本作は第

23 回電撃小説大賞で大賞をとられています。本作のキのワのドとして、難病、余命０年、

死ぬまでにしたいこと、などがあがります。これだけ聞くと暗い話なのかなあと思われるで

しょうが、私は恋愛小説として読みました。 

病気になった女子高生のまみずのお見舞いにいく同級生の卓也。卓也は見舞いにいった病

室で彼女の大切なものを壊してしまう。その罪滅ぼしとして、卓也は病気のまみずに代わっ

て彼女がしたいことを体験し、その体験内容を彼女に伝えることになった。 

甘酸っぱい青春が描かれており、切なくてやはり小説の終盤には泣けてきます。とにかく学

生の皆様に実際に読んでいただきたいのですが、お薦めポイチトは登場人物も最小限でと

にかく読みやすいということです。 

ネタバレに近いことを言いますが、この小説に出てくる難病の名前は 発行病」といいます

が実際にこのような病気は存在しないようです。 

冒頭でもお伝えしているとおり、本作は映画化されております。私は本を読んでから実際に

映画をみましたが、本のほうがよかったかなあと思ったので、ぜひ映画ではなく本をお読み

ください。余談にはなるのですが、この本をもし読まれたあと、もっともっと読みたかった

という感想を持たれた方は 君は月夜に光り輝く+Fragments」という続編も出版されている

のでそちらもお読みください。 
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仁科 亜紀 （図書館課） 

 

瀬尾まいこ著 『ありがとう、さようなら』 KADOKAWA , 2019.4 

 

以前、レファレチスで 中学校の先生が主役の小説かマチガはないですか？」と尋ねられた

ことがある。その時は確か『鈴木先生』（武富健治著ベ双葉社刊 全 11巻）をお勧めした。

本書に出会う前だった。出会った後だったら、 こっちはエッセイだけど良かったら」と勧

めていたと思う。 

 ンストセラの作家ベ瀬尾まいこ氏は中学校の国語の先生との兼業作家だった時期がある。

そのころの経験が生きているのだなと思わせる作品も多いが、本書は現役の先生だったと

きに雑誌『ダベヴィチャ』に掲載されていたエッセイが単行本化されたもの。 瀬尾先生回

顧録」ではなく、 瀬尾先生奮闘記」だ。 

 とは言え固い内容ではない。志村貴子氏によるカバのイラストが良く似合う、ほんわかと

やわらかなエピソのドが多い。 

多い、というのはそうではないエピソのドもあるからだ。特に 教師という仕事」では児童

／生徒だった作者と先生になった作者、双方の視点による学校観を読むことができて、味わ

い深くしんみりする。 

 一方で てる子さんの出産」という、瀬尾先生がクラスの生徒にちょっとしたサプライズ

を仕掛けるエピソのドでは思わず 先生…」と呆れまじりに呟いてしまった。授業中に奇行

に走るのは良くないと思います先生……。 

 本書の解説で書評家の北村浩子氏が『そう、学校は、ありがとう、と、さようなら、をこ

だまのように繰り返し続ける場所だ。』と書いている。 

  ありがとう」と さようなら」を繰り返して中学校を卒業した、瀬尾先生がこよなく慈

しんだ生徒たちは、けれどこの本を読むときだけは瀬尾先生と友達が居た教室に帰れるの

だなと思うと、少しうらやましく感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


