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韓国カルチャーと言えばドラマや映画、K-POPを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか？
実は近年、韓国発の文学やエッセイが人気を集めています。今回は韓国文学の様々な魅力をご紹介します。

韓国文学は、内容はもちろんパッと目を引く美しい装丁も

魅力です。きれいな表紙に惹かれて読んでみたら意外と面

白かったり、新たな出会いがあったりするかもしれません。

あなたも韓国文学を「ジャケ借り」してみませんか？

何もする気が起きない、動きたくない、孤独を感じる…。

そんなコロナ禍で疲れた心に寄り添ってくれるエッセイも

充実しています。イラストも可愛いものが多いので、気に

なるページをパラパラ見てみるのもおすすめですよ。

「82年生まれ、キム・ジヨン」は男性優位社会における女

性の生きづらさを描き、日本でも多くの共感を呼びました。

近年の韓国文学では、こういったフェミニズム文学に続い

て、LGBTQを扱ったクィア文学など、様々な社会問題を

扱った読み応えのある作品がそろっています。

BTSやBLACKPINK、SEVENTEENなどのK-POPスター

が読んだ本が注目を集めています。

あなたも「推し」の愛読書を読んでみませんか？

いかかでしたか？この他にも様々な小説、エッセイ、K-POP関連図書を展示しています。展示中の
図書は借りることができますので、図書館本館入って正面、ビジュアル資料閲覧室にぜひお越しください！

不思議なタイトルですが、なんか分
かる…となる人もいるのでは？
繊細な感情に寄り添う暖かい言葉と
イラストは、きっと、家にいるのに
家に帰りたくなるあなたの避難場所
になるはず。

ごく普通の専業主婦ヨンヘは、ある
日を境に肉を全く食べなくなり、日
光と水だけで生きようとします。何
がヨンヘをこうさせたのか、読み進
めていくうちに、私たちにも身近な
社会の暴力性に気づきます。

気の合う友人同士で共同生活を始め
た二人の女性のお話。既存の価値観
に囚われず、前向きに生きる二人の
姿に励まされます。

BTSのリーダー RMの枕元に置い
てあったという本書。気分障害と不
安障害を抱える女性が、精神科医と
のカウンセリングを通して、自分自
身を見つめ直した12週間のエッセ
イです。

SEVENTEENのジョンハンが読ん
だという本書。彼らの楽曲のメッセー
ジにも通じる、少し休んで自分を労
わることの大切さに気付けます。
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　良書に出会うと物語の舞台へと思いを馳せるものですが、ここでは仏北西部、

サン・マロの町を歩きたくなる一冊を紹介します。

　博物館で働く父とパリで暮らす盲目の少女マリー・ロール、工学の才能に恵まれたドイツの孤児ヴェル

ナー。ふたりは遠く離れた点と点。

　第2次世界大戦終焉までの10年間、交わることのないふたりの日のを小さなエピソードを、交互に積み

重ね、糸を紡ぐように物語は構成されていきます。

　戦争の理不尽さ、誰かの優しさ、大切な人との別れの中でふたりは成長し、やがて漸く、大空襲のサン・

マロの町でひとりぼっちになった少女とナチスドイツの技術兵となった少年に、束の間の邂逅のときが訪

れるのですが……。

　本書の魅力には、ストーリーと構成、そしてもうひとつ、モノ遣いの巧さがあります。

　伝説のダイヤモンドにまつわるミステリ、全編を通じて物語の鍵となるラジオ、そこから流れてくる

ドビュッシーの月の光、目の見えない娘のために父が作る精緻な

街の模型、桃の缶詰、秘密の小洞窟……。仕掛けられたたくさんの

ピースと、魅力あふれる登場人物たちが巧妙に絡まりあいジグソー

パズルのように、ボーイ・ミーツ・ガールの物語は完成されます。

　激動と詩情を一貫した静謐さで描いた珠玉の作品です。

フランスの町に行きたくなる美しい物語
「すべての見えない光」

非常勤職員　梶川 有紀子

　私がおすすめする本は、上橋菜穂子さんが執筆した『鹿の王』です。この

本は2015年に本屋大賞を受賞し話題となったファンタジー小説で、医療を

題材として扱われています。

　山犬が原因で流行した原因不明の病、黒狼熱の抗体を持つヴァンとその病

を治そうと研究する医師ホッサルの2人がこの物語の主人公です。それぞれの視点から

病について探っていき、やがて国をも巻き込んである真実に迫っていきます。黒狼熱の

治療法は見つかるのか？最後に2人がたどり着く真相とは？ぜひ彼ら

と一緒に探ってみてほしいです。

　この本をおすすめする理由は、治療法を見つけるために奮闘すると

いう物語と現在のコロナ禍の状況が似ているからです。小説の内容と

現実ではもちろん違いはありますが、一つの病気に立ち向かう人々の

姿は同じだと思います。この本を通して「医療」というものを皆さん

に感じてほしいです。また、この作品は映画化され、近日公開予定と

なっています。本と合わせて、ぜひ『鹿の王』の世界観を見てみてください。

コロナ禍に読みたい医療ファンタジー
「鹿の王」 英米語学科 3 年次生　宇野 ひかり

　人生100年なら一生涯は87万6,000時間。

　その時間をどう過ごすか、自分の人生ときちんと向き合ったことがありますか？

　近年、医療の発展に伴い、長寿化も進化しており、1997年生まれの5割の人が

到達する年齢は101～102歳になるというデータがあります。つまり、100年生き

る時代がすぐ来るということです。

　この本とは3年次に履修していた授業で出会い、その当時将来

について悩んでいた私にとっては、この本のお陰で自分が100歳

になった時に満足した100年を送れたと思う為には今何をすべき

で、どういった人間になりたいかを見つけるきっかけとなりまし

た。それにより、就職活動もスムーズに終えることができました。

　この本は、今、将来のキャリアや就職活動とどう向き合えば良

いか悩んでいる就活生や、一生現在の仕事で終わりたくない、転

職したい人など、老若男女問わず多くの人にぜひおすすめしたい本です。また、こ

の本はまんが化もされているため、短時間で読みたい人はそちらもおすすめです。

今後の生き方にアドバイスが欲しい人へ
「LIFE SHIFT」

英米語学科 4 年次生　高田 真衣

すべての見えない光
アンソニー・ドーア　著
藤井光　訳
新潮社

資料ID　619859，請求記号　933||Doe

鹿の王
上橋菜穂子　著
KADOKAWA

上巻　資料ID　636042, 
　　　請求記号　913.6||Ueh||1
下巻　資料ID　636043, 
　　　請求記号　913.6||Ueh||2

LIFE SHIFT
―100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン／
アンドリュー・スコット　著　
池村千秋　翻訳
東洋経済新報社

資料ID　634747，請求記号　159||Gra

おすすめ本紹介
スタッフが選ぶ

読書の秋、図書館の本を読んでみませんか？

学生や図書館スタッフが、

たくさんの蔵書の中から選んだ

色んな「おすすめ本」を紹介します。
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　私がオススメする図書館の本は、トマス・ハリスによる小説「羊たちの

沈黙」です。映画化もされており、知っている人も多いのではないでしょ

うか？

　舞台はアメリカ、各地で若い女性が誘拐され皮膚を剝がされ遺体となっ

て発見されるという連続猟奇殺人が起こっていた。FBIアカデミーの実習

生のクラリスは主任捜査官のクロフォードからある任務を課される。それ

は例の事件を解明するために、元精神科医で監禁中の囚人であるハンニバ

ル・レクターから捜査協力を得て助言を貰うことだった。クラリスを気に

入ったレクターは、彼女自身の過去を知る事を条件に助言をすることを約

束した。捜査が進むにつれて明らかになる狂気の真実、新たな犠牲者、犯

人の意図とは、クラリスの過去とは、そして羊たちの沈黙とは一体？

　心理描写が多く様々なキャラクターからの視点で物語が進んでいく所が

オススメのポイントです。映画で見た方はもちろん、ミステリー好きでハ

ラハラドキドキしたい方にお勧めです。

映画化もされたサスペンスミステリー
「羊たちの沈黙」

ドイツ語学科 4 年次生　石井 香菜

　著者ダニエルは、サヴァン症候群とアスペルガー症候群に加え、共感覚を

持ち合わせている。共感覚とは、数字・文字などに形や色を感じるという知覚現象だ。

　この本の原題は、『Born on a Blue Day』である。これだけを見ると、晴天の日に生まれたのだ

ろうか、と思わせる題名だ。しかしこれは、著者の生まれた曜日を表している。彼が生まれたの

は水曜日であり、彼にとって水曜日は青い色をしているのだ。

　「人と違っていることで障害者にされる必要はない、だれのからだも違っているのだから」とい

う作中の一文。他人と私にとっての当たり前が必ず一致するとは限らない。でも、私にしかない「風

景である個性」を大切に育てていきたい。そう考えさせられる一文だ。

　著者は、数学に長けているだけでなく、10カ国語を

操る天才でもある。外大生として、どのように多言語を

習得したのか気にならないだろうか。言語習得に興味が

ある人、自分の個性について考えている人にぜひ読んで

ほしい一冊だ。

個性を大切にしたくなるノンフィクション
「ぼくには数字が風景に見える」

ブラジルポルトガル語学科 2 年次生　足立 愛結

　吉本ばななと言えば『キッチン』。これは彼女のデビュー作である。こ

の角川文庫『キッチン』の中には2つの作品が収録されている。1つは

『キッチン』、もう1つは『ムーンライト・シャドウ』。両作品とも、“生”

と“死”が物語の核となっている。

　『キッチン』は、唯一の肉親である祖母を亡くした主人公が、孤独となっ

た心をゆっくりと溶かしていくようなお話だ。そして『ムーンライト・シャ

ドウ』は、恋人を亡くした主人公が、ある奇跡的な体験を経て「生き続ける」

ことを決意するお話である。

　吉本ばななの作品はいろいろと読んできたが、この本が私の中で印象

に残っている理由は、作中に登場する食べ物がとても魅力的だから。きっ

と想像の中の料理たちに胸がふくらむはず。食を通して、彼らは“生”

と“死”について考え、成長していく。これを読んだあなたも、だれか

大切な人とおいしいごはんを食べたくなる、そんなお話。

吉本ばなな入門書
「キッチン」 非常勤職員　田端 里美

　わたしたちの周りは「言葉」で溢れています。芸能人だけでなく一般の人たちで

さえ、バズるキャッチーな言葉を発信しようと考えに考えるのが、現代では当たり

前になっている気がします。この本は歌詞、テレビ番組、流行語、広告、その時々

の言葉をひとつまみして、「言い得て妙」感を綴ったコラム集です。読み進めてい

く中で、目新しい表現に出会い、言葉に対する感覚が研ぎ澄まされた気がしました。

笑ったり驚いたりフムフムと唸ったり、何度も読み返したくなります。また、著者

であるいしわたり淳治さんの言葉に対するアンテナの張り方に

も圧倒されました。用意された話や定型句ばかりでなく、とき

にはスパイスを効かせた言葉を選んでみたい方にぜひとも読ん

でいただきたい一冊です。読書の秋に気になる言葉の採集をし

てみるのはいかがでしょう？

色んな「言葉」を知りたい人へ
「言葉にできない想いは本当にあるのか」

英米語学科 2 年次生　白石 もえ

羊たちの沈黙
トマス・ハリス　著
高見浩　訳
新潮社

上巻　資料ID　564880，
　　　請求記号　933||Har||1
下巻　資料ID　564879，
　　　請求記号　933||Har||2

キッチン
吉本ばなな　著
角川書店

資料ID　475161，
請求記号　913.6||Yos

言葉にできない想いは
本当にあるのか
いしわたり淳治　著
筑摩書房

資料ID　 646848，
請求記号　914.6||Ish

ぼくには数字が風景に見える
ダニエル・タメット　著
古屋美登里　訳
講談社

資料ID　519502,　請求記号　936||Tam
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電子書籍を
 読んでみよう！ 実は、大学内で電子書籍を

利用できるのを知っていますか？

例えば、蔵書検索画面で「就職」で検索してみると……。

書名をクリックすると開く画面の、
ここから電子書籍にアクセスできます。

閲覧ボタンをクリックすると内容が表示
されます。（例は Maruzen eBook Library）

目次から項目を選んで読むことができます。
学内 LANに繋がったパソコンなら、
図書館以外からでも利用可能です。

ホームページの
「外部データベースへのアクセス」
→「電子ジャーナル・Book」からも、
電子書籍を検索できます。
日本語以外にも、英語・フランス語・
スペイン語・ドイツ語・イタリア語・
ポルトガル語等の洋書も読めます。

読み終わったら必ず閲覧終了してください。
タイトルによってはページ数の制限はあり
ますが、PDF でのダウンロードも可能です。

このマークが電子書籍です。

自宅等からも電子図書を
読むことができます。
配布した ID とパスワードを
使 用して「My Library」に
ログインすれば、学外から
でも電子図書が利用できます。

申し込みが必要なものもあります。
その場合は、

kufslib@kufs.ac.jpまで
メール申請してください。
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第５閲覧室に
ようこそ！
新 第5閲覧室が、8号館地下から6号館1階へ移転、リニューアルオー

プンしました。ゆとりあるレイアウトの中、新しい図書も増やし、英
語の多読用図書をはじめ様々な外国語学習用図書を配架しています。
また、自動貸出機を設置し、利便性が大きく向上しました。

入口はこちら。緑色のドアが目印です。
図書館脇の階段を下りて、まっすぐ進んだ先です。

Graded Readers
多読で一番利用される
レベル別図書は、入って
右手に配架しています。

Independent Reading Program
TOEICスコアに対応したペーパーバック。4週間貸出できます。

Bridge Books
ペーパーバックへの「橋渡し」をするための図書。青いシール
が貼ってあります。こちらも4週間貸出です。

Easy Reading books
第2閲覧室に配架していた、
英語以外の多読図書を
移動しました。

Dual Language Books
二か国語対応の図書です。
英語と他の外国語との
対訳別に配架しています。

Young Readers
英語話者の児童や
ティーン向けの図書。
こちらもレベル別に
配架しています。

自動貸出機を利用して、
まとめて一度に本が借りられます。
返却・延長もできます。使い方が分からない等
困ったときはカウンターでお尋ねください。

皆様のご利用を

お待ちしています！
7

7号館（図書館）

6

6号館（第5閲覧室）
寛ぎながら本を読む
ことが出来るスペースも、
ご用意しています。
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　本書は、「生きることは苦であり、

人生は思い通りにならなくて当た

り前である。ブッタの教えは、こ

こからスタートしている。」と始め

られている。

　しかし教えはその後、よい教え

を理解し、行動してこそ糧となり、

すべての行動の始点は「心」である。

この「心」の修養がなければ、この世の幸せは生まれ

ないとしている。

　そして最後には、今後人々があらゆる行為に対して、

自分自身で責任を持たなければならないことを自覚し、

行動するようになれば、幸せな社会が到来するのでは

ないかと説いている。ブッダの教えは、この理想社会

の実現に役立つものと確信している。

（K.M.）

ブッダが説いた幸せな生き方

今枝由郎 著
岩波書店

180.4‖Ima

Book Rev iew

　世界には、我々の想像を超える多様な文字と言葉が

存 在 し ま す。21世 紀 時 点 で そ の 数 は5000か ら

7000と言われています。キリル文字、アラビア文字、

インド系諸文字など我々にとって馴染みの薄い、ある

いは見たこともない文字も数多く存在します。文字の

形は勿論、発音の僅かな違いで言葉の意味まで変わり

ます。一方でスワヒリ語やトルコ語など、かけ離れた

言語でありながら「主語・目的語・動詞」と文法的に

日本語と似通っているものも少なくありません。

　本書は、説明文が平易に記されており、

図解にも、市場や映画館といった街の看

板が多く用いられています。そのため、

旅行書に近い趣すら感じられます。編者

の東京外国語大学名誉教授である町田氏

と50名の執筆者が手がけた本書。1度手

に取ってみてはいかがですか。　  （H. I.）

図説 世界の文字とことば

町田和彦 編
河出書房新社

801.1‖Zuse

　テレビで流れるお笑いを見て、

嫌な気分になったことはあります

か？またはあなた自身が、外見や、

自分ではどうしようもない生まれ

つきのことをいじられて、本当は

傷ついていたけど、場が白けるこ

とを恐れてノリを合わせてしまっ

たことは？

　笑うことはストレス解消になるし、何より幸せな気

持ちにさせてくれるものでもあるのに、人を傷つける

道具にもなってしまうのは何故でしょう。面白いこと

が好きな男子高校生が、文化祭で漫才のコンビを組む

ところから物語はスタートします。さわやかな青春小

説で向き合う、お笑いに潜む加害性。今、考えてみま

せんか。

（N.S.）

おもろい以外いらんねん

大前粟生 著
河出書房新社
913.6‖Oma

　今から41年前の1980年5月、当時

軍事政権下の韓国・全羅南道光州市で、

市民らによる民主化抗争が起こりまし

た。10日間続いたこの抗争で、政府の

武力鎮圧により200人を超える学生や

市民が命を落としました。彼らはどの

ようにして死んでいったのか、生き残っ

た者や家族はその後どんな人生を送ったのか。本書は

著者ハン・ガンが、故郷である光州で起きたこの悲惨

な出来事を描いた短編小説集です。著者が悪夢にうな

されるほど丹念に取材しまとめあげた本書は、そのあ

まりの生々しさに読むのが辛くなるほどです。しかし、

韓国社会が民主化に向かう大きなきっかけとなった光

州事件に関わった人々の物語は、過去の物語でありな

がら、民主主義を揺るがす事件が世界各地で起きてい

る今、痛切に響きます。　　　　　　　　　　　（N.O.）

少年が来る

ハン・ガン 著　井手俊作 訳
クオン

929.13‖Han

　「一人の哲学者がバーに入ってくる。すると、常

連客の一人が哲学者に尋ねる。『人生の意味ってな

んなのかな』この哲学者とは私だ。私が何者かわか

ると、必ずこの質問をされる。あまりに繰り返し同

じ質問をされたので、もう私は答え方を決めている。

まず…。」

　フィンランド出身、気鋭の若手哲学者、心理学研

究者である著者が自身の

専門とする「人生の意味」

について追及する。

（S.T.）

世界一しあわせなフィンランド人は、
幸福を追い求めない

フランク・マルテラ 著　夏目大 訳 ハーパーコリンズ・
ジャパン

159‖Mar

　世界の有名な文学作品には、興味をひかれていても、

“言葉遣いや仮名遣いが少し億劫、そして長い” となか

なか手に取るまでに至らないものがあります。

　イタリアを代表するマンゾーニの長編「婚約者（い

いなずけ）」もそのひとつかもしれません。

　本書はウンベルト・エーコが波乱万丈の物語を、現

代の言葉でわかりやすく子供たちに語り掛けるように

綴ったものです。対イタリア語訳つきで、イタリア語

学習者には教材としてもちろ

んのこと、現代イタリアの知

の巨人と言われたエーコの軽

妙な語り口の「いいなずけ」は、

こ の 名 作 を 一 度 読 ん で み た

かった、” 気楽に手軽に” 派の

文学好きにおすすめです。

（Y.K.）

イタリア語で読む
ウンベルト・エーコの『いいなづけ』

ウンベルト・エーコ 訳　白崎容子 解説
NHK出版

877.7‖Eco

　「子の曰わく、故きを温めて新しきを知る、以て師と

為るべし」

　これは有名な四字熟語「温故知新」の元になった一節。

“昔の人の考えや過去の出来事を学んで、さらに新しい

考え方を見つけられる人は、良い先生となれるのだよ”

ということを説いています。

　儒学の入門書として広く普及した『論語』は原文が

大変端的。その分、その言葉に込められたものは奥が

深いものですが、この本で

はそれをねこが大変シンプ

ルに、かわいい写真ととも

に、私たちにわかりやすく

教えてくれます。

　ちなみに冒頭の一節は、

ねこ的には『過去から学べ！』

だそうですよ！　　　（M.T.）

ねこと一緒に、楽しい論語
ねころん語

林田暢明　山田やすよ 著
株式会社カンゼン

123.83‖Hay

　お姫様が住んでいるお城。何と

もメルヘンな響きに思われますが、

本書は「お姫様」を切り口にした、

城という建築物だけに拘らない、

数々の歴史物語が収められていま

す。お姫様といっても、一般的に

想像される豪華なドレスを纏った

西洋の姫だけでなく、推古天皇や

楊貴妃といったアジア圏、はては人魚姫やラプンツェ

ルなどの創作上の人物も含まれています。

　お姫様が住む名建築には、華やかなだけではなく明

暗とともに歴史があります。お姫様好きな著者ならで

はの語りと共に、世界の城をめぐる旅に出られる一冊

です。

（N.T.）

お姫様と名建築

嶽本野ばら 著
エクスナレッジ

280.4‖Tak

図書館の新着図書より
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蕭
しょう

乾
けん

の回想録『地図を持たない旅人』（《未带地图

的旅人》,香港香江出版公司,1988）は良心で書かれ

た作品である。蕭乾はこの本の巻頭の言葉でこう書い

ている。

「私は大勢の人間よりも不幸であり、他の多くの人間

よりも幸運である。私は生涯にひどい目に遭い、苦し

んだが、良い人生も送ってきた。私は後で後悔したこ

とをしたし、今でも正しいと思うこともしてきた。私

は北京で生まれ育った人間で、かつて巡り合せで暫く

の間、地球の隅々をさまよった。私の人生は険しくて

でこぼこだが、心の中でいつも何かを追求してきた。

八十近くまで生きた人間が、人生を振り返ってみるこ

とは、人に対しても自分に対しても有

益なのかもしれない。」（筆者訳）

蕭乾の人生は追求の人生である。

1957年から蕭乾は右派にでっち上げ

られ、あの動乱の中で、絶望して死の

うとしたこともある。何度も苦しみを

経験し、生死の間をもがいている時

に、蕭乾は自分の選択を後悔したこと

はなかった。1949年に新中国が成立

すると、友人や肉親の制止を聞き入れ

ず、ケンブリッジ大学の招きを毅然と

して断り、「家に帰ろう」という純真な心を抱きなが

ら、九分どおり助からぬ命になっても悔やんだことは

なかった。

人はよく言う。「成功した男性の陰には、平凡ではな

い女性がいつも立っている。」よく知られた優れた女性

と比べてみても、蕭乾夫人・文
ぶん

潔
けつ

若
じゃく

は少しも遜色はな

い。この痩せて小柄な粘り強い女性は、夫・蕭乾と共

に二十数年の苦難を経験した。彼女の痩せて弱々しい

両腕と比べようがない強固な思いやりで夫と三人の子

がいる家庭を支えなかったら、蕭乾の今日の笑みはあ

り得なかった。蕭乾は『地図を持たない旅人』の巻頭

の言葉で、書いている。

「1949年以降、自分の本を誰かに捧げるのはいけな

いことだったが、今回この本を私と苦労を共にした妻・

文潔若に捧げよう。妻は私のために白眼視され、私の

お供をして首かせを担いだこともある。私が流刑の間、

三人の子どもはまだ幼かったが、妻は少しもためらわ

ずに生活の重荷を負った。さらに称賛するに値するの

は、妻が私への信頼を決して失っていないことだ。彼

女なしでは、私は今日まで生きられない。自分の人生

の歩みを振り返って、その中で長い一区間は妻と一緒

に過ごした期間である。」（筆者訳）

蕭乾の人生で最大の幸せは、このような忠節を守っ

た生活の伴侶と自分の才能を理解して認めてくれる

人を持てたことである。文潔若は大学を卒業し、出

版社で働いていた時、目の前に蕭乾が

現れた。彼女は蕭乾の学識と才能に

惹きつけられた。それまで彼女と年齢

が似ている男性で、すでに中年に達し

た蕭乾のように、心の底から感情を呼

び覚ましてくれる男性は、一人もいな

かった。蕭乾とは十七歳の年齢差、お

まけに彼には三度の離婚歴があった。

それでも、文潔若は自分の運命を蕭乾

としっかりつなぐことに決めたのであ

る。

蕭乾（1910.1.27.─1999.2.11.）は、北京の漢族化

した蒙古族の貧民の子として生れた。父親の死後に生

まれた子である。本名は蕭
しょう

秉
へい

乾
けん

（Xiao･Bingqian）。記

者、作家、翻訳家。蕭乾の本名について、面白いエピ

ソードがある。 “乾（qian）”は “干（gan）”とも読める。

小学校でついたあだ名は “小餅干”（Xiao-Binggan）「ビ

スケット君」、謝
しゃ

冰
ひょう

心
しん

（1900.10.5.─1999.2.28.）の

弟とは小学校のクラスメートで、放課後いつも彼と一

緒に冰心の家に行って遊んだ。冰心は弟からこのあだ

名を知ると、親しみをこめて蕭乾を “餅干”「ビスケット」

と呼んだ。蕭乾は冰心を “大姐”「お姉ちゃん」と呼び、

お互いに呼び合う関係は八十年以上続いた。
･ かげやま　たつや（非常勤講師・中国文学）
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ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスの著書『日欧文

化比較』（Luís･Fróis,･Tratado,･1585年）の第Ⅱ章

54条に関して、従来の翻刻と解釈に疑問を抱いたこと

から、フロイスの自筆原稿の写真を再検討し、異なる

翻刻と私見を本誌第231号（2021年4月発行）にお

いて紹介した。その翻刻は “Em･Europa･se･tem･por･

afronta･beberẽ･as･molheres･vinho･ —･Em･Iapão･

he･mto･freqente･&･em･festas･bebẽ･as･vezes･ate･

aReuesarẽ.” ･(･f.253r,･ll.1-2･)であり、和訳は「ヨー

ロッパでは、女性が葡萄酒を飲むのは非礼なことと見

なされる。日本では（女性の飲酒が）非常に頻繁であ

り、祭礼においては時々吐くまで飲む」（拙訳）であ

る。従来、原文末尾の･aReuesarẽ･が一部虫に食われ

て判らなかったために「酔っ払うまで」と解釈されてき

たが、再検討では「吐くまで」といっそう過激な内容に

なった。戦国時代の日本女性は吐くまで酒を飲んでいた

のか。フロイスは当時の上司から誇張癖があると指摘さ

れているので、日欧の習慣の相違を強調しすぎた可能

性もあろう。他方、戦国乱世を生きる女性の習慣という

ならそれもありうるように思える。また、フロイスが女

性に言及する際の言葉遣いに注意を要する。女性に対

して･senhoras･や･fidalgas･を用いていれば、それらは

「貴婦人」を意味するから文意は明確だが、上記の翻

刻にあるような･molheres･[=･mulheres]（女性）や、･

Iapoas･[=･Japoas]（日本人女性）の場合はいかなる

身分の女性であるのか判然としない。因みに･Iapoas･は

日本国や日本人男性を意味する･Iapão･[=･Japão･/･複

数形Iapões]･の女性形で、これらは宣教師の書簡では

一般的な用語として使われていた。現代ポルトガル語の

日本人を意味するjaponês(a)･は16世紀末までの文書

には見当たらない。問題のフロイスの指摘は事実である

のか、またその女性は貴婦人か庶民のいずれであるかは

日本中世史学の知見に委ねるとして、彼の作品から他に

も興味深い比較を引用する。例えば、第Ⅵ章31条「我

らの間では、他人から勧められることなく、各々が飲み

たいだけ飲む。日本では、互いにしつこく勧め合うので、

ある者を吐かせ･(aReuesar)、ある者を前後不覚にさせ

る」、同章38条「我らの間では、人が酩酊するのは大

変な無礼であり不名誉である。日本では酔っていること

を自慢するのであり、『殿（Tono）はどうしたのか』と

問えば、『酔っている』と答える」。当時来日した西欧人

の目に、日本人の過度の飲酒や酒の強要、酩酊への寛

容さはどのように映っていたのか。1579年に渡来した

宣教師ヴァリニャーノは、「日本人は非常に優れた風習

や天性を具有し、それによって、世界のもっとも高尚で

思慮があり、良く教育された国民に匹敵しながら、一方

悪い面を有して、この点ではそれ以下がないほど悪い」

と評し、日本人の5大悪として、色欲上の罪（男色）に

耽ること、主君に対する裏切り、本心を偽り装うこと、

殺人と間引き、そして最後に飲酒と祝祭、饗宴に耽溺す

ることを挙げている（『日本巡察記』）。この第5悪につ

いて最も詳細に解説しているのは、フロイスに並ぶ日本

通の宣教師ジョアン・ロドリゲスであろう。彼の著書『日

本教会史』は日本の上流階級の礼法に関する詳説を含

み、第1巻26章は、訪問客を酒と肴で接待する方法に

ついて述べている。その冒頭、「この異教徒の目的は、

主に酒で飽食し、酩酊し、腹を満たすことにあるような

ので、すべての宴会、遊興、娯楽は、さまざまの方法

で度が過ぎる程酒を強いるように仕組まれており、その

ため酩酊し、多くの者が完全に前後不覚になってしまう」

の言葉で始まる。続いて、種々の儀礼や接待方法を説

くだけでなく、泥酔した客人らが飲みっぷりを競い合い、

相手に負かされないのを誇りとし、生来飲めない者にま

で酒を強いたり、その無節制と過度の飲酒による混乱ぶ

りを写実的に描いているのは同書の圧巻というべきであ

る。また、その記述からロドリゲス自身もそのような饗宴

に臨席したことが窺えるが、布教活動を有利に導くため

とはいえ、日本の細かく面倒な儀礼に従い、好みに合わ

ない和食を我慢しながら日本人の醜態を前にして宣教師

らは少なからず辟易したに違いない。

･ とうこう　ひろひで（非常勤講師　日本・ポルトガル交渉史）
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本学図書館は多くの貴重な資料を所蔵しており、スペシャル・コレクションとして分類して

います。この頁では貴重書コレクションにまつわるトピックを取り上げていきます。今回はヨー

ロッパ古典文学の文献に彩りを添えた挿絵画家アーサー・ラッカムについてお話していきま

しょう。

アーサー・ラッカム（Arthur･Rackham,･1867-1939）はイギリス出身の挿絵画家です。彼

が活躍した19世紀末のヨーロッパは絵本や挿絵本の黄金期を迎えており、また印刷技術の急速

な発達が、ラッカムをはじめとする挿絵画家の繊細な水彩原画を、出版に反映することを可能

としていたのが大きな要因でした。これにより『不思議の国のアリス』、『グリム童話』などヨー

ロッパの古典文学に挿絵をふんだんにおりこんだ豪華本が数多く出版されたのです。

ラッカムの挿絵は繊細なラインと落ち着いた色調が最大の特徴で、ヨーロッパ絵画の魅力を

私たちに伝えてくれます。ラッカムの挿絵本は本学図書館でも数多く所蔵しており、その挿絵

を展示会やホームページで見ていただくことができます。また国内で出版されている『挿絵画

家アーサー・ラッカムの世界』（平松洋氏監修、KADOKAWA発行）では数多くのラッカムの

作品に触れることができます。本学図書館でも所蔵していますので、是非ご一読ください。

参考文献･
平松洋監修『挿絵画家アーサー・ラッカムの世界　新装版』KADOKAWA,･2019.3･
平松洋監修『挿絵画家アーサー・ラッカムの世界2　新装版』KADOKAWA,･2019.6

･ みやすぎ　ひろし（管理運営課長）



有水 博 著
『辺境の地で働いて : アンゴラ、アマゾン、ギアナ三国、
ポルトガル、ブラジリア、ボリビア』　　　　　（文芸社）

有水 博 氏より

古儀 君男 著
『地球ウォッチング : 地球の成り立ち見て歩き』

（新日本出版社）

古儀 君男 氏より

手嶋 龍一 著
『鳴かずのカッコウ』

（小学館）

手嶋 龍一  氏より

内藤 洋子著
『ブレヒトの詩 : しなやかに鋭く時代を穿つ』

（績文堂出版）

明治薬科大学名誉教授 内藤 洋子 氏より

浜中 秀一郎 著
『史料で読む日本の金融』

（きんざい）

本学理事 浜中 秀一郎 氏より

井上 卓朗，星名 定雄 著
『郵便の歴史 : 創業150年 : 飛脚と郵便150年の歩みを
語る』（増補改訂版）　　　　　　　　　　　　 　（鳴美）

星名 定雄 氏より

住田 育法，牛島 万 編著
『混迷するベネズエラ：21世紀アメリカの政治・社会状況』

（明石書店）

スペイン語学科 牛島 万 准教授

岡本 信照 著
『スペイン語の語源』

（白水社）

スペイン語学科 岡本 信照 教授

森田 美里 著
『フランス語の話し言葉における舌打ち音の研究』

（くろしお出版）

フランス語学科 森田 美里 講師

彌永 史郎, 村松 英理子 著
『改訂新版　PCで学ぶポルトガル語の発音』

（西東社）

ブラジルポルトガル語学科 彌永 史郎 教授

布施将夫著
『欧米の歴史・文化・思想』

（晃洋書房）

キャリア英語科 布施 将夫 准教授

ヘルマン・オリーバ, ビクトル・バスケス 著
『メキシコのキッチンから和の食卓へ』

（在日メキシコ大使館）

駐日メキシコ大使 メルバ・プリーア 閣下より

ゴンサロ・M・タヴァレス 著,　木下 眞穂 訳
『エルサレム』

（河出書房新社）

ポルトガル大使 フランシスコ・シャヴィエル・エステヴェス 閣下より

出原 健一 著
『マンガ学からの言語研究 : 「視点」をめぐって』

（ひつじ書房）

本学日本語学科 中西 久実子 教授より

田中 泰賢 著
『日本の心に共感したアメリカ文学』

（開文社出版）

本学英米語学科卒業生 田中 泰賢より

記載の通り寄贈を受けましたので、ここでご紹介して、ご恵贈いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
（管理運営課受入係）寄
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映画の作品名
（原作書名） 日本語作品名 作成年 作成国 原作者 出版年 出版国 脚　本 資料 I D

The Old Man and 
the Sea 老人と海 1958年 アメリカ Ernest Miller Hemingway 

アーネスト・ミラー・ヘミングウェイ 1952年 アメリカ Peter Viertel 
ピーター・ヴィアテル 064906

Never So Few 戦雲 1958年 アメリカ Thomas Theodore Chamales  
トーマス ・セオドア・ チャマレス 1957年 アメリカ Millard Kaufman  

ミラード・カウフマン 083234

The Great Escape
（実話） 大脱走 1963年 アメリカ Paul  Brickhill 

ポール・ブリックヒル 1950年 アメリカ James Clavell 
ジェームズ・クラヴェル 069869

映画の作品名
（原作書名） 日本語作品名 作成年 作成国 原作者 出版年 出版国 脚　本 資料 I D

Apache 
(Broncho Apache) アパッチ 1954年 アメリカ Paul Iserin Wellman 

ポール・イセリン・ウェルマン 1950年 アメリカ James Ruffin Webb  
ジェームズ・ラフィン・ウェッブ 083971

John Sturges
ジョン・スタージェス
1910年1月3日〜1992年8月18日

Robert Aldrich
ロバート・アルドリッチ
1918年8月9日〜1983年12月5日

アメリカ合衆国の映画監督。イリノイ州出身。アクション映画が名高い。
マーチン・ジュニア・カレッジを卒業後、RKOに入社し、編集などを担当。第二次世界大戦中は空軍に従軍し、短編ドキュメンタリー
やトレーニング用の映画などを多数制作。1946年に映画監督としてデビュー。
はじめはB級映画を制作していたが、1950年代に才能が開花、1955年の現代西部劇『日本人の勲章』でアカデミー賞にノミネー
トされた。1959年の『戦雲』では神戸生まれの日系アメリカ人俳優であるマコ岩松（岩松信）、1962年の『忘れえぬ慕情』ではナンシー
梅木（ミヨシ・ウメキ）が出演するなど日本人と縁があり、代表作の一本『荒野の七人』は黒澤明の『七人の侍』の西部劇リメイクである。
『OK牧場の決斗』『ゴーストタウンの決斗』『ガンヒルの決斗』の決斗三部作、映画化困難といわれた『老人と海』、3時間近くの大作『大
脱走』などが特に有名。1977年の『鷲は舞いおりた』を最後に引退。1992年に心臓発作のため死去。享年82。

アメリカ合衆国の映画監督。日本語では、ロバート・オルドリッチとも表記される。ロードアイランド州クランストンに生まれる。
政財界の名門家の出身で、ヴァージニア大学で経済学を専攻した後、1941年にRKOに入社し、チャールズ・チャップリン、ジャン・
ルノワールなどの助監督を務めた。1953年、野球映画『ビッグ・リーガー』で映画監督デビュー。「骨太」と評される演出が特徴。
出世作の『ヴェラクルス』や『飛べ！フェニックス』『特攻大作戦』『傷だらけの挽歌』など、男の世界を描くことに定評があるが、『枯
葉』『女の香り』『甘い抱擁』といった女性映画も撮り、他にもサスペンスやスポーツ、カルト作までジャンルは多岐に亘る。一貫して
闘う人達を中心に据え、体制への反抗という反骨精神が映画の中核をなしている。1975年から1979年までの間、全米監督協会の会
長を務めた。
･1983年、腎不全のため死去。享年65。1981年の『カリフォルニア・ドールズ』が遺作となった。
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映画の作品名
（原作書名） 日本語作品名 作成年 作成国 原作者 出版年 出版国 脚　本 資料 I D

20,000 leagues 
under the sea 海底二万哩 1954年 アメリカ Gabriel Jules Verne 

ジュール・ガブリエル・ヴェルヌ 1870年 フランス Earl Felton  
アール・フェルトン 542588

Barabbas バラバ 1950年 スウェー
デン

Pär Fabian Lagerkvist 
ペール・ラーゲルクヴィスト 1961年 イタリア

アメリカ

Diego Fabbri 
ディエゴ・ファッブリ
Nigel Balchin 
ナイジェル・バルチン

137197

The Story of Docter 
Dolitoru

ドリトル先生
（ドリトル先生
不思議な旅）

1920年 アメリカ Hugh John Lofting 
ヒュー・ジョン・ロフティング 1967年 アメリカ Leslie Bricusse 

レスリー ブリカス 082913

映画の作品名
（原作書名） 日本語作品名 作成年 作成国 原作者 出版年 出版国 脚　本 資料 I D

 Frahrenheit 451 華氏451度 1966年 イギリス Ray Douglas Bradbury 
レイ・ダグラス・ブラッドベリ 1953年 アメリカ Jean-Louis Richard 

ジャン＝ルイ・リシャール 626995

L'enfant scene 野性の少年 1970年 フランス Memorandum 
メモランドゥム 1967年 イギリス Václav Havel 

ヴァーツラフ・ハヴェル 241624

François Roland Truffaut
フランソワ・ロラン・トリュフォー

1932年2月6日〜1984年10月21日

Richard Flaisher
リチャード・フライシャー
1916年12月8日〜2006年3月25日

フランスの映画監督。パリ生まれ。ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)を代表する監督の一人。映画のテーマを「愛」とし、そのモチー
フは「女と子どもと書物」。映画作家・理論家のアレクサンドル・アストリュックはトリュフォーを「愛のシネアスト（cinéaste)」
と評した。
感化院に入れられるなど、孤独な幼少期を送る中で映画を愛好。映画評論家アンドレ・バザンと出会い、自身も評論家として「カイ
エ・デュ・シネマ」「アール」誌などに辛辣な映画批評を多数執筆。1957年に自身のプロダクションを設立後、監督の道を歩み始める。
1959年に発表した少年時代の体験に基づく自伝的な長編第1作『大人は判ってくれない』はカンヌ国際映画賞を受賞、ジャン＝リュッ
ク・ゴダールと並んでヌーヴェル・ヴァーグの寵児となった。同作で主人公の少年を演じたジャン＝ピエール・レオの成長を追う「ア
ントワーヌ・ドワネルの冒険」シリーズは、『アントワーヌとコレット』（‘62、オムニバス映画『二十歳の恋』第一話）、『夜霧の恋人たち』
（‘68）、『家庭』（’70）、『逃げ去る恋』（‘79）と約20年にわたって計5本製作された。1970年の『野性の少年』で本格的に俳優とし
てもデビュー。
1984年、脳腫瘍のため死去。享年52。

アメリカ合衆国の映画監督。ニューヨーク州ブルックリン生まれで、父は『ポパイ』などで有名なアニメ作家のマックス・フライ
シャー。ブラウン大学で精神科医を志していたが、卒業後はイェール大学大学院で演劇を学んだ。舞台演出家として活動した後、ニュー
ス映画の編集者を経て、1946年『Child･of･Divorce』で本格的に監督デビュー。スペクタクルやSF、サスペンスなど作風は幅広く、
エンターテインメント性の高い娯楽映画の巨匠として数々のヒット作を撮った。
代表作に『ヴァイキング』『ミクロの決死圏』『ソイレント・グリーン』『マンディンゴ』など。大日本帝国海軍による真珠湾攻撃を
題材にした1970年の『トラ・トラ・トラ！』では、深作欣二、舛田利雄とともに監督を務めた。2006年死去。享年89。

※･このリストは本学図書館のホームページのデータベース「映画史に残る･不朽の名作･本学図書の所蔵本から」より書誌データを検索できます。･
特記がない映画作品と原作書名は同じです。
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みなさんこんにちは。図書館長の樋口･穣です。

いきなりですが右ページの写真を一見して、これが何処

かわかる人は京都暮らしの長い人でしょうね。明治から大

正へと時代が変わる頃に発行された手彩色写真絵葉書で

す。写真にも記されるとおり、京都八坂神社の正面を撮影

したものです。八坂神社の正面というと、東大路に面し、

立派な石段を伴う西の楼門（国指定重要文化財）だと思っ

ている人は意外に多いのですが、実は南の入口こそ正面な

のです。この石鳥居も重要文化財に指定されています。現

存の石造明神鳥居の建立は正保三年（1646）ですが、寛

文二年五月朔日（1662.6.16）に２つの地震がほぼ同時

に発生した通称 “寛文近江・若狭地震”（推定M7.5）で倒

壊しました。この時は若狭、近江北部、京都での震度は6.5

と推定され、畿内北部一帯は甚大な被害をこうむりました。

石鳥居はその4年後の寛文六年に補修復元され、今日につ

たわるものです。

鳥居前の参道は未舗装の地道。和装の女性たちは当時流

行りの洋傘を日傘にしています。写真に彩色した人も同時

代の人ですから、きっとこんな色の傘があったのでしょう。

袴姿の女性は女学生でしょうか。もしかすると京都女子学

園の前身、京都高等女学院の生徒だったかも知れません。

女学院が発祥の地、堀川五条西から現在地に移転したのは

大正三年（1914）のこと。絵葉書の宛名面の形式─郵便

法によって形式が変わるので時期判定の目安になります─

と合わせてみると、この写真が撮影されたのは大正三〜六

年の間のいつか、ということになるのかなぁ、などと想像

してしまいます。鳥居奥の南楼門前には客待ちの人力車が

待機。手前商店の前には大八車が何台か路駐していますね。

今なら差し詰め、タクシーとトラック、といったところで

しょうか。人力車から右に二人目にはこれまた当時流行の

“とんび” （インバネスコート）をまとった男性の姿も見

えます。そして、こどもたち。

この鳥居をくぐり、南楼門を抜けると舞殿、本殿が正面

に見えます。舞殿から左に向かう径をたどると、やがて西

の楼門にたどり着きます。幅のある立派な石段を伴う堂々

たる姿は、まるでこちらが正面だと言わんばかりです。石

段を降りたところは東大路通、石段の下はそのまま “石段

下” または “祇園石段下”などと呼ばれます。当初の楼門

は応仁元年（1467）に勃発した応仁の乱で焼け落ち、乱

が鎮まって少し後の明応六年（1497）に再建されまし

た。その時以来屋根は檜皮葺きだったのですが、永禄年間

（1558-1570）に耐火性の高い瓦葺きに改装されたよう

です。そして、南の楼門が当初の位置から動いていないの

にたいし、西の楼門はあるとき、動いた（！）･のです。も

ちろん、地震や超常現象のせいではありません。その話は

図書館ホームページ掲載記事で。

ところで、そもそも樋口はなんでこんな話を書いている

のか、そろそろ疑問が湧いてきているかも知れませんね。

本稿で使用する絵葉書は筆者所蔵のもののほか京都外国語大学個人研究費助成を受けたものを含みます。
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図書館ホームページにも関連情報が掲載されています。ご参照下さい。

実は、京都外国語大学の正門が面している四条通は、この、

石段下をスタート地点として西へと延びているのです。新

型コロナの流行で自由気ままな外出も自粛を余儀なくされ

ている今こそ、古い写真絵葉書などを手掛かりに、四条通

を東のスタート石段下から、西のゴール地点までたどり、

関連する歴史も織り交ぜながら、おもちゃ箱をひっくり返

したような話を紹介していこうという、要するに勢いで書

き始めてしまいました。紹介する場所はいずれも、みなさ

んが実際に出かけて確認できるところばかりです。古い絵

葉書写真も次々紹介しますから、現状と比較されても面白

いかも知れません。

さて、では四条通の東の “どんつき”（つきあたり）が

石段下（祇園四条）だとして西はどこまでなのでしょうね。

『京都の大路小路』という本の「四条通」の項によると「四

条通　平安京の四条大路にあたる。東は東大路通から西は

長福寺の西に至る。全長約七キロ。西へ松尾橋の西までも

四条通と言われる」と紹介されます。天神川通を挟んで京

都外国語大学の西には三菱自動車工業京都製作所の広大な

敷地が続きます。そのさらに西、有栖川を渡って少し先、

南側にあるのが長福寺です。丁度このあたりから道路が４

車線道路から２車線に変わります。この地点までが狭義の

四条通です。ただ、この通りは同時に京都市道186号嵐山

祇園線でもあり、そのため現在ではその市道終点、嵐山・

松尾あたりまで延長して四条通としているようです。狭義

の四条通の範囲でとらえると、京都外国語大学は、ほぼ西

の終点附近に位置することになります。

四条通は京都市中心部を東西に貫く主要幹線道路のひ

とつです。これから見ていくのは延長７km部分で、普通

の人なら徒歩でも２時間足らずで歩ききれる距離にすぎ

ません。しかし、この道を東から西へとたどるルートには、

京都市の近代化を物語る物的証拠がギッシリ詰まってい

るのです。そこで、西は外大周辺を終点として四条通を

紙上散策、あるいは紙上タイムトラベルして見ようとい

う趣向です。本学図書館所蔵の関連図書も逐次紹介して

行きますよ。というわけで、物語の始まりを八坂神社か

ら始めた次第。

次回も･祇園石段下あたりを “紙上うろうろ”する予定で

す。賀茂川を渡る日はいつになるのでしょうか。初回から

心配になってきました。このペースではいつ外大にたどり

着けるかわかりませんが、暫くのおつき合い、宜しくお願

いします。ではまた、あなたの知らない京都、お見せします！

･ ひぐち　じょう（教授・日本文化史）･

本学図書館所蔵の本稿関連参考図書
　日本アートセンター編『京都の大路小路』小学館,･2003.7.
　生田誠監修『明治の京都･手のひら逍遙』便利堂,･2013.4.



© Kyoto University of Foreign Studies

館報に掲載されている筆者の氏名、職位、専門分野、学科、卒業年、年次生、会社名等はご本人の許諾を頂いて
います。なお、この館報は刊行後約 1 ヶ月でデジタル化して本学図書館のホームページで公開します。

発　　行　　日 令和3（2021）年10月20日
発　　行　　所 京都外国語大学付属図書館・京都外国語短期大学付属図書館
 〒615-8558　京都市右京区西院笠目町6　Tel.（075）322-6028

編　　　　集 京都外国語大学付属図書館

GAIDAI BIBLIOTHECA （図書館報）　　第　232　号

ホームページアドレス
http://www.kufs.ac.jp/toshokan/index.html

スマートフォン版蔵書検索ページ
http://osirabe.net/opac.kufs/

アクセス用QRコードはこちら!

GAIDAI
BIBLIOTHECA
ガ イ ダ イ  ビ ブ リ オ テ カ


	表紙
	目次
	テーマ展示　韓国文学特集
	特集：スタッフが選ぶおすすめ本紹介
	特集：電子書籍を読んでみよう！
	特集：新第5閲覧室にようこそ！
	第63回外大祭開催案内
	Book Review　図書館の新着図書より
	中国のほんの話（92）地図を持たない旅人─蕭乾回想録 蔭山 達弥
	フロイス『日欧文化比較』再考（続） 東光 博英
	本学図書館の貴重書コレクションより アーサー･ラッカムの挿絵 宮杉 浩 
	寄贈図書案内
	映画史に残る不朽の名作 本学図書館の所蔵本から（10） 吉田 明広
	図書館長のおもちゃ箱（1） 樋口 穣



