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社会情勢が徐々にコロナ禍の前に戻ってきつつあり、本学の行動基準も撤廃されました。
今までなかなか出来なかった旅行にも、ようやく出られます。というわけで、今号の特集は

「旅を楽しむ」です。
体験記を読んで旅気分を味わったり、本に載っている場所を実際に訪れたり、楽しみ方は様々。
是非、色んな旅の形を探してみてください。



　私は行動範囲がすこぶる狭い。エネルギーが専門だ

というのに、自身からは動き回るエネルギーが微塵も

湧いてこないのはなぜだ。本学でも、目立つのもおこ

がましいのでひたすら気配を消して過ごしてきた。つい

でにいうと、やっとこさ動いたとしても方向音痴で道に

迷いまくるから始末が悪い（「人生の方向音痴」とも呼

ばれる。大きなお世話とはこのことだ） 。

　それでも、サンフランシスコ、シカゴ、パリ、ワシン

トンDCや2度目のパリと日本との間で、国境を跨ぐ引

越しを数年ごとに繰り返す半生となった。シスコに１年

いても、名物のケーブルカーに初めて乗ってみたのは離

れる前日。研究室やアパートの窓からエッフェル塔を毎

日眺めて過ごしても、８年間一度も登らずじまい。そん

なものぐさなりに、各居住地を拠点として旅を重ねた。

「外国≒欧米（しかも当初はほぼ米国）」くらいの感覚

だったのが、東ア

ジア、中南米、東

欧、中 央 ア ジ ア

などにも縁が広

がっていった。

　言 葉 の 面 で

は1983年 の

初渡航時が印

象深い。学生

親善大使とし

て米国に来ていた私は、ボートで先に座った4人に加

わる際、紳士的な振舞いを心掛けた。何せ「親善大使」

なのだから。“May I sit there?” と、エンジン音にか

き消されないよう普段出さないような大声で（それで

余計にぼろが出た）。結果はご想像の通り。日本人が

言う “sit” が違う単語に聞こえうる話は聞いていたが、

あくまで「ネタ」であってそんな恥ずかしい人などいる

わけがないと思っていた。まさか現実に、しかも自分が、

それも青春のクリティカルな？場面でやらかすとは。と

んだ親善大使だ。

　レストランで注文の時 “Soup or salad?” と聞かれ

た。前菜にスープかサラダを選ぶことを知らなかった

私は、「さすがアメリカ、サラダもスーパーデカいのか。

どんなものか見てみよう」と、堂々と “Yes, SUPER 

salad, please!”と言い放った。周りのテーブル含めどっ

と笑いを提供し、知らないおじさんが握手しに来た。

親善大使の役割を果たしているではないか。

　他にも、帰国するまでずっと “cotton” を「カーテン」

と聞き間違えていたりもした。わかっている。これらの

しくじりは、外大生じゃなかったからだ。本学に来て「外

大流英語学習法」や「語学の達人に聞く」などをいそ

いそと聴講したので、ちょっと遅いが次は万全だ。

　その後40年間、様々な形の旅をした。パリからフラ

ンス南部へ、オランダへ、あるいはドイツ、スイスへと、

計画なく車を走らせたドライブ旅行。ネットや携帯がな

い時代、各地の観光案内所が閉まる前に辿り着いた

先々でその日の宿を見つけていった。対照的に、後述

のビートルズのようにテーマや目的地を定め、間違えな

いよう緊張しつつ鉄道を乗り継いで行くこともあった。

ラオス、カンボジア、ベトナム、タイ、韓国、中国、

スロバキア、キューバ、メキシコ、ブラジルなどには仕

事で赴いたが、地元の方々と接する機会もいただいた。

　旅の目的や仕方に唯一の正解はないはずだ。ヨセミ

テ、グランド・キャニオン、ナイアガラの滝、モン・サ

ン＝ミッシェルにはただただ圧倒されたし、パリやフィ

レンツェ、ヴェネチアから写真の断崖上の小さな村に至

るまで、理屈抜きで楽しんだ。

　一方で、もっと知識があればと思う場面も多々あっ

た。メキシコ・ユカタン半島のマヤ遺跡、ローマのコ

ロセウム、カンボジアのシェムリアップ、グラナダのア

ルハンブラ宮殿、現代の歴史舞台ではポツダム、キュー

バ、ベルリンなど、実際行くことになるなんて夢にも思

わず世界史で学んだ場所だ。音楽祭の時期には街中で

モーツァルトが流れるザルツブルグ、中学時代に毎日聴

いていたビートルズの「聖地」リヴァプール（今はサッ

カーチームも有名）。美術であれば、各地の美術館に

加えて、例えばゴッホでいうとアルルやパリのモンマル

トル、晩年を過ごしたオーヴェル＝シュル＝オワーズ（描

かれた教会や麦畑などが残る）。モネのジヴェルニー。

文学・演劇だと、シェイクスピア生誕の地ストラトフォー

ド・アポン・エイボンでは、劇団による上演はもちろん、

街角でのパフォーマンスも楽しめる。ヴェルサイユ宮殿

やサグラダ・ファミリアなど有名どころに限らず、各地

の歴史や宗教、文化などを反映した建築。映画や小説

でゆかりの場所も挙げればきりがない。

　皆さんを羨ましく思うのは、図書館（しかも外大付属）

の存在だ。ガイドブック、紀行、歴史・文化、言語と

まさに宝庫。現地で芽生えた興味を帰国後フォローす

るのにも恰好の場所だ。体験が深まる一方で、自分が

見たのはほんの一面だけという謙虚な気持ちにもさせ

てくれる。さらに、ここは外大。専門の先生から直接

話を聞ける幸運もありうるし、現地出身の学生さんと

出会えるかもしれない。

　人との交流も重要な要素だ。友人に会うため再訪を

繰り返した場所も多い。結婚式出席のため、当時住ん

でいたワシントンから急遽ミラノに飛んだのも懐かしい。

ちなみに国際機関の同僚が日本旅行からパリに戻り、

「貴重品が全部入った財布を２度置き忘れて焦ったが、

毎回そのまま出てきた。日本人はすごい！」と周りに興

奮気味に語っていた。「そんな大事なものを２週間に２

回も失くすあなたもすごい！」と思うのは私だけか。

　本学では、美術品の貴重なオリジナルに加えて様々

なレプリカがキャンパスを彩っている。ミケランジェロ

の遺作「ロンダニーニのピエタ」（ミラノのスフォルツェ

スコ城）といった彫刻、図書館ではパリのオルセー美

術館にあるドガの小品などの絵画。

　なかでも、初めて本学を訪れた5年前、図書館の裏

側、西高近くにそびえるギリシャ彫刻「サモトラケのニ

ケ」に目を奪われた。その数年前まで頻繁にルーヴル

を訪れて眺めていたお気に入りだったからだ（ちなみに

ニケとはギリシャ神話に登場する勝利の女神。ナイキ

の社名やロゴの由来）。新しい職場との縁を感じた。皆

さんが私と「逆方向」の

経験をしていただくと嬉

しい。つまり、キャンパ

スで見た美術品のオリ

ジナルと旅先で「再会」

し、大学を離れた後

であればなおのこと、

本学を思い出すきっ

かけになってくれれ

ばと思う。

　私自身が遠方に出向く機会はもうあまりないだろう。

でもハンフリー・ボガードではないが “We'll always 

have Paris.” 皆さんから聞くお土産話でvicariously

に楽しむことを当て込んでいる。これからの皆さんの

旅の数々が、そしてよく旅にたとえられる人生が、素晴

らしきものでありますよう！　
くろずみ　あつひと（教授・エネルギー経済学）
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さんが私と「逆方向」の

経験をしていただくと嬉

しい。つまり、キャンパ

スで見た美術品のオリ

ジナルと旅先で「再会」

し、大学を離れた後

であればなおのこと、

本学を思い出すきっ

かけになってくれれ

ばと思う。

　私自身が遠方に出向く機会はもうあまりないだろう。

でもハンフリー・ボガードではないが “We'll always 

have Paris.” 皆さんから聞くお土産話でvicariously

に楽しむことを当て込んでいる。これからの皆さんの

旅の数々が、そしてよく旅にたとえられる人生が、素晴

らしきものでありますよう！　
くろずみ　あつひと（教授・エネルギー経済学）
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　私が主に扱っているのは、16世紀から20世紀初め

頃にかけて西洋で出版された洋古書と呼ばれる資料た

ちです。洋古書の中でも特に日本について何かしらの

記述を含む作品を中心に扱っていて、そうした資料を

海外で探し出しては、日本各地の博物館や大学図書館

などの研究機関にお届けする仕事をしています。

　古い時代に西洋で刊行された日本を扱った作品には、

今よりもはるかに旅が大変だった時代にはるばる西洋

から日本まで実際に旅をした人によって書かれたもの

や、来日した人たちの記録をまとめて書かれたものが

ありますが、いずれにしても当時の日本社会や人々の様

子を「外から」の視点で記していることから、今では

大変貴重な資料となっています。また、当時の西洋諸

国の人々にとって遥か彼方の存在であった日本につい

て記した作品は、出版されたヨーロッパや南北アメリカ

で広く読まれ、その時々における西洋の人々の日本観

を形成しただけでなく、その読者の幾人かを自ら日本

へと旅立とう決意させる役割も果たしました。

　現在、日本の多くの大学図書館や博物館が、こうし

た日本について記した洋古書を所蔵していますが、な

かでも京都外国語大学付属図書館が所蔵している

「ニッポナリア」と呼ばれるコレクションは、日本につ

いて記した西洋の書物を集めたコレクションとして世界

屈指のものです。こうした書物は、基本的にヨーロッ

パや南北アメリカで見つかることがほとんどですから、

そう考えると書物自体がはるばる日本にやってくるまで

に、とても長い時間と距離を旅をしてきたということ

になります。

　さて、私自身こうした資料を扱っていることもあって

自ずと旅をする機会がとても多くなります。こうした資

料を見つけ出すためには、ヨーロッパやアメリカに自分

で足を運んで探すことが一番確実ですから、年に何度

か海外各地に出かけて古書店やブック・フェア、オー

クション・ハウス、コレクターの方のお家などを訪ね歩

いています。もちろん今では世界中の古書店がインター

ネット上でも洋古書を販売しており、日本に居ながらに

してたくさんのよい資料を見つけることが可能ですが、

その一方でインターネットに掲載されない資料も多く、

そもそもインターネット上で販売していない古書店も

（特に小さな街には）数多く存在するため、そうした「掘

り出し物」を見つけ出すためには、やはり現地に足を

運ぶことが今でもとても大切だと考えています。

　ただ、私が海外への旅を重ねるのは、ただ資料を仕

入れるためだけではなく、自分の知らない街で古書店

を営んでいる個性的な主人や、そこにやってくる人たち

に出会うことそれ自体にとても魅力を感じているからで

もあります。個性豊かな海外古書店主のプロフェッショ

ナルな仕事ぶりを目の当たりにすることで、自分が学ん

だり刺激を受けたりすることはたくさんありますし、お

店にたまたまやって来たお客さんと話が盛り上がって意

気投合することも旅の大きな醍醐味の一つです。そし

て、こうした偶然の出会いの一つ一つの積み重ねが、

結果的によい書物との出会いにつながっていると感じ

ています。

　また、いろいろな街を旅していると、それぞれの街

の古書店の様子や、そこにやってくるお客さんに様々な

「くせ」のようなものがあることにも気付かされます。

例えば、パリのような大都会の中心部では高級サロン

のような店構えの古書店が多く、店主もそこに出入りす

るお客さんも相応の見識とプライドを持っている傾向に

ありますが、その反面ちょっと一見さんでは入りにくい

雰囲気を醸し出してもいます。反対に、同じく大都会

であるマドリッドの古書店は、もっとオープンな雰囲気

で、やってくるお客さんも手書きのメモを片手に自分が

探している本をざっくばらんに店主に訪ねたりして、店

主も自分の店に客が探している本がなければ、その本

を持っていそうな別の古書店を勧めたりもしています。

こんなふうにその街によって、古書店とお客さんの雰

囲気にもかなり違いがあることが見えてくるのも旅なら

ではの楽しみです。その街のことを知る一つの手がか

りになるのが、その街の古書店なのかもしれません。

　一方、国内のお客さまに資料をご案内したりお届け

するために、日本各地を旅する機会もたくさんあります。

たとえ遠方のお客さまであってもできる限りお訪ねする
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　かつて遥か彼方の存在であった日本まで旅をした西
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はだ　たかゆき（青羽古書店主）
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　私自身が遠方に出向く機会はもうあまりないだろう。

でもハンフリー・ボガードではないが “We'll always 

have Paris.” 皆さんから聞くお土産話でvicariously

に楽しむことを当て込んでいる。これからの皆さんの

旅の数々が、そしてよく旅にたとえられる人生が、素晴

らしきものでありますよう！　
くろずみ　あつひと（教授・エネルギー経済学）

5GAIDAI BIBLIOTHECA No.234



　私が主に扱っているのは、16世紀から20世紀初め

頃にかけて西洋で出版された洋古書と呼ばれる資料た

ちです。洋古書の中でも特に日本について何かしらの

記述を含む作品を中心に扱っていて、そうした資料を

海外で探し出しては、日本各地の博物館や大学図書館

などの研究機関にお届けする仕事をしています。

　古い時代に西洋で刊行された日本を扱った作品には、

今よりもはるかに旅が大変だった時代にはるばる西洋

から日本まで実際に旅をした人によって書かれたもの

や、来日した人たちの記録をまとめて書かれたものが

ありますが、いずれにしても当時の日本社会や人々の様

子を「外から」の視点で記していることから、今では

大変貴重な資料となっています。また、当時の西洋諸

国の人々にとって遥か彼方の存在であった日本につい

て記した作品は、出版されたヨーロッパや南北アメリカ

で広く読まれ、その時々における西洋の人々の日本観

を形成しただけでなく、その読者の幾人かを自ら日本

へと旅立とう決意させる役割も果たしました。

　現在、日本の多くの大学図書館や博物館が、こうし

た日本について記した洋古書を所蔵していますが、な

かでも京都外国語大学付属図書館が所蔵している

「ニッポナリア」と呼ばれるコレクションは、日本につ

いて記した西洋の書物を集めたコレクションとして世界

屈指のものです。こうした書物は、基本的にヨーロッ

パや南北アメリカで見つかることがほとんどですから、

そう考えると書物自体がはるばる日本にやってくるまで

に、とても長い時間と距離を旅をしてきたということ

になります。

　さて、私自身こうした資料を扱っていることもあって

自ずと旅をする機会がとても多くなります。こうした資

料を見つけ出すためには、ヨーロッパやアメリカに自分

で足を運んで探すことが一番確実ですから、年に何度

か海外各地に出かけて古書店やブック・フェア、オー

クション・ハウス、コレクターの方のお家などを訪ね歩

いています。もちろん今では世界中の古書店がインター

ネット上でも洋古書を販売しており、日本に居ながらに

してたくさんのよい資料を見つけることが可能ですが、

その一方でインターネットに掲載されない資料も多く、

そもそもインターネット上で販売していない古書店も

（特に小さな街には）数多く存在するため、そうした「掘

り出し物」を見つけ出すためには、やはり現地に足を

運ぶことが今でもとても大切だと考えています。

　ただ、私が海外への旅を重ねるのは、ただ資料を仕

入れるためだけではなく、自分の知らない街で古書店

を営んでいる個性的な主人や、そこにやってくる人たち

に出会うことそれ自体にとても魅力を感じているからで

もあります。個性豊かな海外古書店主のプロフェッショ

ナルな仕事ぶりを目の当たりにすることで、自分が学ん

だり刺激を受けたりすることはたくさんありますし、お

店にたまたまやって来たお客さんと話が盛り上がって意

気投合することも旅の大きな醍醐味の一つです。そし

て、こうした偶然の出会いの一つ一つの積み重ねが、

結果的によい書物との出会いにつながっていると感じ

ています。

　また、いろいろな街を旅していると、それぞれの街

の古書店の様子や、そこにやってくるお客さんに様々な

「くせ」のようなものがあることにも気付かされます。

例えば、パリのような大都会の中心部では高級サロン

のような店構えの古書店が多く、店主もそこに出入りす

るお客さんも相応の見識とプライドを持っている傾向に

ありますが、その反面ちょっと一見さんでは入りにくい

雰囲気を醸し出してもいます。反対に、同じく大都会

であるマドリッドの古書店は、もっとオープンな雰囲気

で、やってくるお客さんも手書きのメモを片手に自分が

探している本をざっくばらんに店主に訪ねたりして、店

主も自分の店に客が探している本がなければ、その本

を持っていそうな別の古書店を勧めたりもしています。

こんなふうにその街によって、古書店とお客さんの雰

囲気にもかなり違いがあることが見えてくるのも旅なら

ではの楽しみです。その街のことを知る一つの手がか

りになるのが、その街の古書店なのかもしれません。

　一方、国内のお客さまに資料をご案内したりお届け

するために、日本各地を旅する機会もたくさんあります。

たとえ遠方のお客さまであってもできる限りお訪ねする

ようにしているのは、もちろん直接お会いしてお話しし

たいということがありますが、特にそのお客さまのい

らっしゃる地域のことを自分で知りたいということもあ

ります。たとえば、16世紀末から17世紀にかけて多

くのキリシタンが暮らしていた熊本県の天草市では、

当時天草を訪れていた宣教師の人たちが書いた報告書

などに注目して、地元の歴史を当時の国際関係の中に

位置付けて捉えることで、新しい視座を得ようという

試みが活発になされています。かつての宣教師による

天草についての報告はとても詳しいものが多く、地名

や人名、それぞれの集落の様子のことなど、数百年前

に西洋からやってきた宣教師が書いたものとは思えな

いくらいよく書かれていて、現代の日本に暮らす自分よ

りも、彼らの方がはるかに天草のことに精通していたこ

とに驚かされます。こうした作品を古書店主としてちゃ

んと理解して、自信を持ってお客さまにお届けするため

には、自分自身も天草に足を運んで、その本に出てく

る場所を実際に訪ね歩くことがとても大切だと思ってい

ます。また、そうやって実際に天草を訪ね歩く中で、

思いがけない風景の美しさや、出会った人たちの魅力

を強く感じさせられることもたくさんあって、そうした

出会いの積み重ねが、その街のことや、その街に暮ら

した宣教師の遺した書物を自分なりに理解する手がか

りにもなっているように思います。

　かつて遥か彼方の存在であった日本まで旅をした西

洋人が残した書物が、長い時間を隔てて現代にまで伝

えられ、たまたま旅先にあった私と出会い、私とともに

日本まで旅をすることになり、さらには、その本を理

解するために今度は私がその本ゆかりの地を旅する。

その意味では、古書店の仕事というのは、それ自体が

長い旅のほんの一部のようなものなのかもしれません。
はだ　たかゆき（青羽古書店主）
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　本号の特集が「旅行」と決まり、筆者の趣味のひと

つが「お出かけ」、「旅行」という事もあり、今回機会

をいただいた次第です。因みに筆者は国内旅行専門で

す。海外渡航は仕事で一度のみと全く経験がなく、本

稿では海外旅行に一切触れませんので、その点はご了

承ください。

　さて、筆者が日帰りも含めて旅行に行く主な目的は

次に挙げるものになります。

　・寺社仏閣巡り、御朱印

　・ドライブ（道の駅巡り）

　・温泉、宿に泊まる、名産品を食べる

　・鉄道、バスに乗る

　・遺構（廃墟！？）を訪ねる

　それなりに年齢を重ねていることもあり、改めて訪

れた都道府県を数えてみると40都道府県になっていま

した。因みに神社仏閣で御朱印をいただいた数も

1,500を超えています。結構訪れてるなぁと感じつつ、

何についてお話ししようかと考えました。旅行について

好きなことをお話しするのもいいのですが、図書館報

の記事ですので、何か図書に関することを……と頭を

巡らせて、ひとつお話できるテーマが浮かびました。

それが旅行ガイドブックについてです。

　筆者の旅行スタイルはほぼ個人旅行です。目的に合

わせて旅程を組み、独り好きなように行動するという

感じです。子供の頃から団体行動が苦手だった著者が

そのまま大人になっているのが丸わかりなのですが（苦

笑）、ふと自身の旅行スタイルを顧みて、ひとつ気づい

たことが “最近すっかり旅行ガイドブックを使わなく

なった” ということでした。

　現在も書店には数多くの種類の旅行ガイドブックが

陳列されていて、選ぶのも大変なぐらいです。地域ご

との名所、グルメ、地図といった内容が豊富な写真と

共に掲載されていて、旅行の計画を立てる際や、また

旅行中のお供に大いに役立ってくれるアイテムであり、

読む、見るだけでも楽しいものです。実際かつては筆

者もよく使っていたものでした。では、なぜ最近使わな

くなったのか？その理由は “GPSに頼っている、いや

縛られているから” なのです。

　皆さんもGPSという言葉はご存じかとは思いますが、

何の略称か言える方は少ないのではないでしょうか。

GPSはGlobal Positioning Systemの略で日本語で

は「全地球測位システム」と言います。仕様について

の細かい話はここでは割愛しますが、元々は軍事利用

目的で生み出されたこの技術が、今日では自動車に搭

載されているカーナビゲーション・システムや「Google 

Map」、「Yahoo Map」といったスマートフォンのアプ

リケーションなど民間利用の様々な場面で活用され、皆

さんにもお馴染みのものとなっているのです。

　かくいう筆者もドライブに出かける時はカーナビ利用

が当たり前、旅行で目的地に向かう際もGoogle Map

で鉄道・バス・歩きを含めルートを設定して行動とい

う の が 当 た り 前 に

なっていて、くわえて

ガイドブックのメイン

コンテンツである観

光名所やグルメの紹

介もインターネット

やYouTubeの旅動

画で得ているので、

その結果ガイドブッ

クを利用しなくなっていたのでした。

　GPSによるナビゲーションを活用した旅行の最大の

メリットは時間を効率的に使える、直線的に旅程を進

められるという点だと思います。実際、到着予定時刻

の情報を元に、スムーズな行程がたてやすく、また道

に迷うこともほとんどなくなったのでより充実した旅程

の旅行ができている実感があります。

　ただ、あても決めず気ままに訪れる、ガイドブックを

自身で読み解きながら進める旅行というものにも大き

な魅力があります。道に迷うこともあれば、大幅に時

間を要してしまい、旅程が狂う可能性はあるかもしれま

せん。ただ、GPSによる確立したルートに縛られない

ことによって、新たな発見や想像していた以上の経験

ができたりするものです。その力添えをガイドブックは

果たしてくれます。

　またガイドブックのもうひとつの大きな魅力は旅行に

出かける前にあると言えます。紹介されている記事、鮮

やかな写真や気持ちを高揚させてくれるキャッチコピー

には “旅行に行きたい”、“行ったらこんなことがしてみ

たい” という想いを人々に与えてくれるからなのです。

もちろんインターネットなどの媒体でも情報は得られま

すが、旅行に出る前の高揚

感を与えるという点では冊

子体の旅行ガイドブック

の方がより優れていると

個人的には思います。

　とはいえ、近年旅行ガ

イドブックの売り上げは

かなり落ち込んでいる

ようです。もちろんコ

ロナ過だったことも大きな要因でしょうが、やはりイン

ターネットやGPSのようなツールを生かした旅行が主流

になってきているからかもしれません。GPSナビを使っ

て効率的な旅程が組める、ネット予約によって交通機関

や宿泊先の確保がスムーズにできるなど、便利さが飛躍

的に向上した今日ですが、旅行ガイドブック片手にちょっ

と戸惑いながら見知らぬ街を歩く旅行が持つ魅力、楽し

さというものも忘れてはいけないと今回あらためて気づ

きました。すっかりGPSに縛られている自身の旅行スタ

イルも見直す……までは言わないものの、時には縛られ

ない自由な旅行をしてみようかと感じた次第です。

　最後に、旅行には日常の生活だけでは得られない経

験、新しい知識を得ることができる、新たな出会いを

通じてのコミュニケーションの機会を得られるなどたく

さんの魅力に溢れています。まだまだコロナ禍で行動

しづらいご時世ではありますが、皆さんも旅行を通じ

てたくさんの知識、経験を得られる機会を是非増やし

ていただけたらと思います。

＊写真はすべて筆者撮影のよるものです。本稿の内容とは直接
の関係はありません。

みやすぎ ひろし（管理運営課長）
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　またガイドブックのもうひとつの大きな魅力は旅行に

出かける前にあると言えます。紹介されている記事、鮮

やかな写真や気持ちを高揚させてくれるキャッチコピー

には “旅行に行きたい”、“行ったらこんなことがしてみ

たい” という想いを人々に与えてくれるからなのです。

もちろんインターネットなどの媒体でも情報は得られま

すが、旅行に出る前の高揚

感を与えるという点では冊

子体の旅行ガイドブック

の方がより優れていると

個人的には思います。

　とはいえ、近年旅行ガ

イドブックの売り上げは

かなり落ち込んでいる

ようです。もちろんコ

ロナ過だったことも大きな要因でしょうが、やはりイン

ターネットやGPSのようなツールを生かした旅行が主流

になってきているからかもしれません。GPSナビを使っ

て効率的な旅程が組める、ネット予約によって交通機関

や宿泊先の確保がスムーズにできるなど、便利さが飛躍

的に向上した今日ですが、旅行ガイドブック片手にちょっ

と戸惑いながら見知らぬ街を歩く旅行が持つ魅力、楽し

さというものも忘れてはいけないと今回あらためて気づ

きました。すっかりGPSに縛られている自身の旅行スタ

イルも見直す……までは言わないものの、時には縛られ

ない自由な旅行をしてみようかと感じた次第です。

　最後に、旅行には日常の生活だけでは得られない経

験、新しい知識を得ることができる、新たな出会いを

通じてのコミュニケーションの機会を得られるなどたく

さんの魅力に溢れています。まだまだコロナ禍で行動

しづらいご時世ではありますが、皆さんも旅行を通じ

てたくさんの知識、経験を得られる機会を是非増やし

ていただけたらと思います。

＊写真はすべて筆者撮影のよるものです。本稿の内容とは直接
の関係はありません。

みやすぎ ひろし（管理運営課長）
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　年に1度は海外へ旅に出ようと決めています。私に

とっての「旅」とは、異文化を感じ、日本での「あた

りまえ」を改めて見つめ考え直す貴重な時間です。と

くに夏期休暇を利用して行くことが多いので、世界中

のバカンスシーズンということもあり、現地の人たち

だけではなく、様々な国の人たちと交流ができること

も楽しみの一つかなとも思っています。

　私がこれまで訪れた国は全部で14カ国（この文章

を書いて改めて数えてビックリしました！）、その中

で最も訪問回数が多いのはスペインの5回で、次いで

フランス・韓国が4回、アメリカが3回と続くのです

が、スペインへの訪問が多いことには理由があります。

　私は学生時代、芸術大学で建築を専攻していたこと

もあり、高校生の頃からアントニオ・ガウディ設計の

サグラダ・ファミリアに魅せられていました。その流

れで、スペイン宮廷画家のディエゴ・ベラスケスの絵

画も私の心を捉えて離さず、パブロ・ピカソの作品も、

どうしようもなく好きでした。学生時代に観た映画も

『ミツバチのささやき』『エルスール』『ハイヒール』

など、心惹かれる作品には全てにスペインが付きま

とってきます。そんなこともあって、「現地へ行って

みなければ！」と、大学生になって最初に訪れたのは

バルセロナで、友人と共に市内のガウディ建築を全て

観て回りました。2度目のスペイン訪問は社会人に

なってから、プラド美術館にあるベラスケスの「ラス

メニーナス」、隣接するレイナソフィア美術館にある

ピカソの「ゲルニカ」に会いに行き、中でも「ラスメニー

ナス」を前にしたときは涙が止まらぬほど感動し、周

りに居たお客様を驚かせてしまいました（ドン引き?!

されました）。好きにはなかなか理由はないのですが、

おそらく、私のスペイン旅行の回数の多さは、ガウディ

建築と、この２枚の絵がマドリッドにあるということ

も大いに関係しています。建築や有名な絵画は決して

その国を出ないということもあり、それらに何度も会

いに行きたいがために、同じ国を訪問しているといっ

てもいいかなとも思います。

　スペインへ探求の旅はアートからの導入でしたが、

私はかなり食いしん坊のため、その後はスペイン料理

やスペインワインなどにも詳しくなりました。自分が

日頃、日本で飲んでいるワインのボデガ（ワイナリー）

を何軒も訪問したり、市場で食材を探したり、行く度

に訪れているレストランやBAR（バル）などもあり

ます。特にボデガのオーナーたちとは彼らが日本に

やって来たときにも会ったりして交流を深めていま

す。そんなわけで、今では現地の友人もでき、スペイ

ンへ行くと、その土地を案内してもらったり、闘牛や

地方の祭りに連れて行ってもらったり、これまでスペ

イン国内のさまざまな地域を巡り、さまざまな経験を

しました。何度も訪問しているせいか、スペインに降

り立つと、今では「ただいま」という気持ちになる国

ですが、高校生時代からの私のスペインへの思いは未

だ健在で、どうしてこんなにスペインに惹かれている

のか、これからもまた足を運んで少しずつ謎を解明し

ていこうと思っています。

　さて、スペインに限らず、旅に出て驚くことは本当

に多く、欧米では儒教思想がないため、小さな子供で

も堂々と大人に対して「その説明は分かりにくい」と、

意見をしているところに出くわすことがあります。大

人たちも彼らを子供扱いせず、大人と同じように接し

ている姿を見る度に、子供のころから意見をはっきり

主張し、人格がしっかりとしていることに気づきます。

一方で日本人は主張せず控えめさを美徳としていると

ころがありますが、中国でそんな控えめさが出てしま

うと大変で、皆に先を越されて永遠にエレベーターや

電車に乗れなかったりします。海外に出ると、自分自

身がいかに意見を持ってその国の人たちに対して意志

を伝えていかなければならないのかを身をもって知る

ことになり、さまざまな対応能力が身につくようにな

ります。そんなに海外でカルチャーショックばかり受

けると疲れてしまうのでは？と思っておられる方は多

いかもしれませんが、カルチャーのギャップを楽しみ、

乗り越えていくことこそが人を成長させ、豊かな考え

や、ライフスタイルにも繋がると私は信じています。

　また、日本から遠く離れると日本の特徴も見えてき

ます。何事においても秩序を重んじるところ、丁寧な

ところ、文化を大切にしているところ、公共施設の美

しさ（特にお手洗い！）などです。海外に出たことで「離

見の見」の視点で日本を見つめ、また、自分自身をも

見つめ、日本文化についても勉強し考えることに繋

がっていることに気がつきました。

　旅に出ると沢山のインプットができます。そこへ行

かねばわからない空気を肌で感じ、その国の歴史にふ

れ、建築、芸術、舞台などを鑑賞し、食べたことがな

い料理を食べ、人々と交流することで、人生が奥行き

あるものに変わり、物事を見る視点も少し変化してき

ます。知っているものだけに囲まれて生活し、食べた

ことがあるものだけを食べて終わる人生なんて本当に

もったいない！学生たちにこそ、もっともっと遠くの

国に興味を持ち、現地へ行ってさまざまな異文化を吸

収し、遠くに行くことでさらに深く日本を理解し愛し

てほしいと願っています。　　えのもと　きょうこ（主事）

　本号の特集が「旅行」と決まり、筆者の趣味のひと

つが「お出かけ」、「旅行」という事もあり、今回機会
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ない自由な旅行をしてみようかと感じた次第です。
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　京丹後は夕日ヶ浦海岸や琴引浜など美しい海・ビーチ

が有名ですが、その裏では海岸清掃など地域の方々によ

る海洋保全活動が行われていることを知りました。私た

ちもビーチクリーン活動に参加し、海洋ごみ問題の深刻

さを目の当たりにしました。砂浜には、大量のペットボト

ルや発泡スチロール、使用済みのバーベキューコンロな

どが散乱しており、他にも足元をよく見ると、風化して小

さくなったプラスチックが砂浜に埋もれている状況でし

た。これらのごみはポイ

捨てなど人々の身勝手

な行動によって生み出さ

れたものであると現地

の方からお聞きしまし

た。またカヤックを使用

し、人が出入りできない

入り江でも清掃活動を行

いました。そこには流木

やプラスチック用品、漁

業で使われた浮

き球、大きなも

のから細々した

大量の発泡スチ

ロールなど、ご

み が 山 積 み に

な って い ま し

た。私たちはこの状況を見て、近年問題視されている海

洋ごみ問題の深刻さを実感しました。

　京丹後市では海洋ごみ問題を解決するための活動が多

く行われています。その中の一つとしてプレシャスプラス

チックが挙げられます。この活動はビーチクリーンで回

収したプラスチックごみを活用して、コースターやスマホ

スタンドなどに再生させるプロジェクトのことを指します。

私たちは実際に工房でその工程を見学しました。自分た

ちが拾ってきたごみが綺麗なコースターに生まれ変わる

姿を見て、世界に一つの特別なものができる嬉しさと、

物を大切にしようとする心を学びました。

おかの れな・おがわ みく・しまだ ななみ（グローバル観光学科4年次生）

　オーガニック野菜を作られている梅本農園にて農作

業体験をしました。梅本農園さんでは、刈り草や落ち葉

など自然界のものを使用して土作りをされていたり、農

薬の代わりにLEDライトを用いて害虫防止対策を行っ

たりなど、からだに良い野菜作りをされています。梅本

さんのお話で土の中にプラスチックが紛れていること

や、地球温暖化による異常気象によって安定した野菜

作りができないことが挙げられるなど、農業において

　最後に、京丹後のひとについてお話します。実地研修

以前のオンライン学習中、何度も「京丹後の人は優しい」

と聞く機会がありました。徒歩で帰宅途中、車で通った

方が乗せてくださることやおすそ分けに食料を頂くことな

ど様々なエピソードを教えて頂きました。実地研修中に

は、地元コーディネーターさんと地域の方が全員知り合

いであるかのように親しげに話されている様子を何度も見

かけました。また、三津漁港や京丹後市未来チャレンジ

交流センター、丹後暮らし探求舎など、地域の方同士が

繋がり、お互いを支え合える環境があると感じました。

　京丹後市には様々な方がいます。京丹後市の地域振興

のため、観光産業で地域を支える方、環境問題から地域

を守るために活動をされている方、地域の魅力を再発見

し、多くの人に伝える方など様々です。私たちは活動を

通し、京丹後の人には共通点があると考えました。それは、

気をつかって優しいのではなく、気負うことなく行動され

ているということです。私たちは、実際に京丹後市で多

くの方と関わる機会を頂き、そのあたたかさに何度も触

れました。私たちが京丹後で出会った方々は、地域のた

め、地域に住む方々のために支え合い、日々活動されて

います。人やモノ、社会、そして自然との繋がりを大切

に行動すること

で、人と地域が

共に成長を果た

す、京丹後市が

その先駆者であ

ると私たちは感

じました。

も環境問題やごみ問題が深く関連していることを知り、

人々が自然に与える影響力の大きさを自覚しました。実

際の農作業体験を通して土に触れる楽しさを感じるだけ

でなく、作物を育てる難しさや生産者の苦労を知るな

ど新たな発見に繋がりました。また農家の方や友人と

共に行った農業体験は慣れない作業が多く大変でした

が、普段では体験できない貴重な機

会となりました。

　昼食にオーガニック野菜を使用した

お弁当をいただいた他、てんとうむし

畑カフェで働いているシェフの方から

「食」についてお話を聴く機会があり

ました。日本の食べ物は健康に良いイ

メージがありますが、実際は添加物大国でイギリスの

200 倍の農薬を使っているという事実を知り衝撃を受

けました。オーガニック野菜は人体だけでなく環境にも

やさしいということを学び、今後の食生活に取り入れて

いきたいと思いました。
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5月下旬から7月初旬にかけて、京都府立図書館と共同開催しました貴重書展示会「書物でたどる京都時空

散策」には多くの方にご来場いただきました。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。

さて、今回の展示会では明治から大正にかけて京都を訪れた外国人の著作を出展しましたが、その中には女

性旅行家の著作も多く含まれています。その中から2人の女性旅行家をご紹介します。

最初に紹介するのはイギリス人旅行家イザベラ・バード（Isabella Bird）です。1831年イングランド北部

のヨークシャーに生まれた彼女は22歳から69歳になるまで、南米大陸以外のすべての大陸を旅行し、1904

年に72歳で没するまでその経験を多くの著作と講演で社会に伝えました。その功績によって彼女は1893年

に王立地理学協会の特別会員に女性として初めて選出され、稀代の旅行家として現在でも高く評価されていま

す。彼女は1878年に来日し、7カ月間滞在しました。その間に彼女は鉄道も少なく、人力車が中心だった時

勢にもかかわらず、北海道の平取から兵庫の神戸まで全行程距離4,500キロを超える旅を行ったのでした。京

都には1878年10月から2週間滞在し、同志社大学創立者の新島襄とも顔を合わせています。帰国後、彼女は『日

本奥地紀行（Unbeaten tracks in Japan）』を1880年に刊行し、世界に当時の日本文化や日本人の生活を

紹介しました。

次に紹介するのはアメリカ人地理学者および写真家のエライザ・シードモア（Eliza Ruhamah Scidmore）

です。1856年にアイオワ州クリントンに生まれた彼女は、極東担当の外交官であった兄ジョージの影響を

受け、しばしば任務に同行しています。初めての日本訪問も当時在横浜米国総領事館に勤務していた兄のも

とを訪ねたのがきっかけとされています。京都には1891年から3年間滞在して、日光など各地を巡った旅

行の道中で訪れました。その様子は1891年に刊行された『日本における人力車の日々（Jinrikisha days 

in Japan）』の中で触れられています。また彼女は、1896年に明治三陸地震で発生した津波の被災地に

入って取材し、ナショナル・ジオグラフィック・マガジンに寄稿しました。この寄稿が西洋に初めて “津波 

Tsunami” を伝えたものであるとされています。日本をはじめアジア各地についての多くの著作と写真を遺し

た彼女は72歳でこの世を去り、横浜の外国人墓地で眠っています。

今回ご紹介した2人の著作は、第3閲覧室横に新たに設けた貴重書ギャラリー室で展示しています。その他

にも展示会で出展した資料を多数展示していますので、是非お立ち寄りください。

 みやすぎ　ひろし（管理運営課長）

『日本奥地紀行（Unbeaten tracks in Japan）』
（London, 1880）

『日本における人力車の日々
（Jinrikisha days in Japan）』（New York, 1897）
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図書館ができるSDGs
図書館事務長　山﨑 その（やまさき その）

　2022年7月、図書館に「SDGsコーナー」を設けました。場所は、

国際交流会館（9号館）2階にあるアジア関係図書館の中です。ど

うやってSDGsは決められたのか、なぜ世界中で取り組んでいる

のかなど、SDGsや17の目標（ゴール）それぞれに関連するおす

すめの図書を紹介しています。「もっとSDGsについて知りたいけ

れど、どの本を読めばよいかわからない」、「SDGsの本をどうし

たら見つけられるのかわからない」という方は、ぜひアジア関係

図書館にお越しください。「SDGsコーナー」は写真のようにおす

すめの本を目標別にまとめているので、探している本がすぐに見つかるでしょう。今回は「SDGsコーナー」設置

に因んで、図書館とSDGsの関係について考えてみました。

　まず、図書館が目標４「質の高い教育をみんなに」に大きな役割を果たしていることは、ご承知の

とおりです。図書館は、学校教育や生涯学習に欠かすことのできない重要な存在です。また、目標16「平

和と公正をすべての人に」の達成にも大きな役割を果たしています。目標16の達成基準には「情報

への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する」というのがあります。図書館は博物館などと共

に「記憶の機関（memory institutions）」と呼ばれているように、さまざまな情報資源を収集、保存し、

それらを人々に広く提供する役割を担っています。

　SDGsの目標を達成するには、遠く離れている国や地域の人々、実際に会うことはない未来の世界

で生きる人々にも思いを馳せることが求められます。一方、いま目の前にあるのに見えていない問題

に気づくことも大切です。地球温暖化防止や環境保全、生物多様性保全、ジェンダー、プラスチック

ゴミ、食品ロス、等々。日常生活の中で意識しなければならない地球規模の課題がたくさんあります。SDGsでは「誰

ひとり取り残さない」と誓っています。取り残される人は開発途上国だけではなく、どこにでもいると意識してお

くことが必要です。観察力や分析力、想像力や共感力を養う助けとなる資料を提供している図書館は、17の目標

すべてに貢献しているとも言えるでしょう。

　SDGsには、罰則や法的拘束力はありません。17の目標が示されて

いるだけで、いつ、どうやって目標を達成するのかはそれぞれの国や

地域に委ねられています。目標にはそれぞれ指標（ターゲット）※1が

設定されています。169の指標のなかには、こんなことが今でも実際

に起きているのかと驚いてしまうようなことや、読むだけで辛くなる

ような内容のものもあります。これらの指標によって進捗状況をモニ

タリングし、毎年の結果をランク付けして各国のSDGsの達成状況が

可視化されているのです。ちなみに、日本のランキングは右上の図のように年々下がってきています※2。ランキン

グはあくまでも相対的なものですから、順位が上がった下がったと一喜一憂することには、あまり意味がありませ

ん。ランキングは日本が深刻な課題を抱えているという事実を表しています。どうやってそれらの課題に取り組ん

でいくのか、自分のこととして考え、行動することが大事です。

　さて、7号館の図書館本館にもSDGsに関する本はたくさんあります。そ

れなのに、なぜ、アジア関係図書館にSDGsコーナーを設置したのか、お

わかりですか。答えは、同じ場所に京都国連寄託図書館があるからです。

国連寄託図書館とは国際連合の活動を広く周知するために設けられた図書

館で、現在、世界に355 ヵ所、日本では14 ヵ所設置されています。京都

国連寄託図書館は1956年に国際連合(United Nations)から指定を受け、

2019年4月から本学に開設されています。

　京都国連寄託図書館には、国連や国連専門機関発行の英語資料を中心に

して、日本国内の国連機関発行の資料や外務省発行の国際問題関連資料、

パンフレットなど約6万点の資料が所蔵されています。資料は館内閲覧のみ

ですが、本学の学生や教職員をはじめ、どなたでも利用できます。「SDGsコー

ナー」の隣に並んでいる資料も、ぜひ手に取ってみてください。

　図書館では「図書館ができるSDGs」として、いくつかの具体的な取組みを初めています。一つは

SDGsをテーマにしたブックトーク（10月31日（月）開催）です。ブックトークとは自分が読んで感銘

を受けた本からおススメ本をピックアップし、他の人と紹介し合うというものです。本を読んで感じたこと、考え

たことを自分の中だけに閉じ込めることなく、分かち合うことの楽しさを体験できます。もしかしたら、「わたし

ができるSDGs」に気づくかもしれません。また、図書館では読み終わった本を新しい図書の購入に役立てるリサ

イクルプロジェクトを始める予定です。これからも、SDGsについて一人ひとりが考え、行動する「きっかけ」

となる「場」を設けていきます。ご参加をお待ちしています。

※1　詳しくは外務省のホームページをご覧ください。日本語と英語で書かれていて、集計結果も掲載されています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html

※2　ランキングは、SDGs が発効した 2016 年から毎年、「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」（SDSN：Sustainable Development 
Solutions Network) と、ドイツのベルテルスマン財団が発表しています。日本は、2016 年 18 位、2017 年 11 位、2018 年 15 位、2019 年 15 位、
2020 年は 17 位、2021 年 18 位、2022 年 19 位でした。
https://dashboards.sdgindex.org/profiles/japan
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　　きっと誰もがどこかで聞いたこ

とがある、有名な曲のタイトル。

　歌謡曲は、おおよそ4分ほどの音

の世界の中に「歌詞」に思いを乗せ

てひとつの作品が仕上がっています

が、この本では、今をときめく作家

達がそれぞれ選んだ曲からインスピ

レーションを得たものを文章で昇華し、新しい物語を

紡いでいます。

　その音楽を聴きながら読むもよし、読んだ後に物語

に想いを馳せながら音楽を聴くもよし。普段の読書と

はひと味違う、音楽×本で楽しませてくれる一冊です。

　ユーミンこと松任谷由実のデビュー 50周年を記念し

て6人の女性作家が書き上げた、音楽とは違うもう一

つの世界観。是非覗いてみてください！

（司書/滝澤 摩耶）

Yuming Tribute Stories

小池真理子［ほか］ 著
新潮社

913.68‖Yumi

Book Rev iew

　「鉄道の旅が好きな人は、

乗り鉄。鉄道の撮影が好き

な 人 は、撮 り 鉄。鉄 道 の 模

型が好きな人は模型鉄。そ

して、鉄道の駅の看板や文

字 が 好 き な 人 を、“も じ 鉄”

と呼ぶ。」

　北は JR 北海道から南は沖

縄・ゆいレールまでの駅名標・のりば案内・出口案

内などの “鉄道サイン” の集大成。「ひたちなか海浜

鉄道」のこだわりの詰まった文字や「ニューシャト

ル」の随所に見られる六角形推し、福岡市地下鉄七

隈線の現代アートのような駅名標…数ある駅名標の

中からお気に入りのものを探してみるのはいかがで

しょう。

（司書 / 田端 里美）

日本のもじ鉄

石川祐基 著
三才ブックス
686.53‖Ish

　あなたは死刑制度に賛成ですか？それとも反対で

すか？

　大学時代の友人が死刑囚であることを偶然知るこ

とになった教誨士の主人公。死刑制度と冤冤。冤は

死によってしか償われないのか。人が宗教に縋るの

はなぜなのか。親子の定義とは何なのか…それぞれ

の祈りの行く先と物語の軸である浄土真宗の教えは

私たちに本当に大切なことは何なのか教えてくれま

す。また、様々な切り口から人が

人を裁くことの危うさをと日本の

司法システムに警鐘を鳴らす本書

は、あなたの死刑制度に対する考

えを変えてくれるかもしれませ

ん。

（英米語学科 3 年次生 / 舟木 萌子）

死にゆく者の祈り

中山七里 著
新潮社

913.6‖Nak

　何気なく過ごしている日でも、

遡ればその日には何かが起こっ

たものです。そんなことに気づ

かせてくれるのが、町の本屋さ

んの「今日は何の日？」という

取り組みを纏めた本書です。４

月６日は『星の王子さま』が刊

行されるなど、本に関する話が

沢山書かれていますが、８月 30 日はドラえもんがネ

ズミに耳をかじられるなど、アニメや映画などのフィ

クションの出来事も書いてあり、本好きでなくても

楽しんで読めます。

　本書を読み、お気に入りの作品のことが書いてあ

る日を見つけて、自分だけの「記念日」を作ってみ

てはいかがでしょうか？

（フランス語学科 4 年次生 / 川田 崚登）

逢坂肇と流泉書房の仲間たち 著
苦楽堂

019.9‖kyow

　2020 年の世界はコロナ禍

により、特殊な年だったが、

その中にも愉快を感じる出来

事がありました。2020 年の

ノーベル文学賞の受賞者にア

メリカの詩人、ルイーズ・グ

リュック氏が選ばれました。

正直、私はあまりにも詩を読

まない人間です。最初この詩集を読んだとき、正し

い理解できるか不安に思いました。しかし読めば読

むほどその不安が消える、詩の意味が明確に分から

なくても、グリュック氏の詩は読む体験だけで単純

な美を感じられます。この詩を読んで、ノーベル文

学賞委員たちのように「Austere beauty」を感じ

るかもしれません。

（日本語学科 4 年次生 / 董 佳鈺）

アヴェルノ

ルイーズ・グリュック 著　江田孝臣 訳
春風社

931.7‖Glü

　「ICカードが反応しない？」駅の改札口で、朝の通勤

ラッシュに起こったら戸惑いますよね。なぜICカード

が反応しなかったのか、そもそもICカードの構造はど

うなっているのか、疑問に思ったことはありませんか？

　他にも、栄養ドリンクがなぜ茶色い瓶でできてい

るのか、IH クッキングヒーターの構造とは、『鬼滅の

刃』の鬼を助ける手段はあるのか、『名探偵コナン』

でも使われた血を一瞬でふき取るトリックなどなど。

日々の生活の中で出てくる

疑問を “科学で考えてみよ

う” という一冊になってい

ます。

　本書を通じて、科学の新た

な一面に出会えるかも…？

（ブラジルポルトガル語学科

3年次生/宇谷 美砂）

五十嵐美樹 著
青春出版社
404‖Iga

　わずか 13 歳で母と親族

と共にアウシュヴィッツへ

と送られ、グロース＝ロー

ゼン強制収容所、ブーヘン

ヴァルト強制収容所を経て

22 か月後に解放され、自

由の身になったドイツ系ユ

ダヤ人、トーマスの回想録

です。本書は著者が描いたスケッチとともに、1 日

のスケジュール、尽きる事のないレンガ積み作業の

様子、人々が工場のベルトコンベアのように選別さ

れ、一方は死へと送られる様子など、少年目線で赤

裸々に綴られています。

　過酷な状況の中、希望を抱き続けたトーマス少年

やその仲間たちの物語を読んで、今一度平和とは何

か考えてみませんか？　　　　　 （司書 / 黒川 瑞花）

アウシュヴィッツを描いた少年
僕は銃と鉄条網に囲まれて育った

トーマス・ジーブ 著　品川亮 訳 ハーパーコリンズ・
ジャパン

936‖Gev

　イスラム圏やムスリムの人達が暮らす地域の旅行

記。観光地を巡るというのではなく、その土地の人

とおしゃべりをしたり、郷土料理を食べたり、そこ

に暮らす人々の生活を目の前に感じられるような内

容です。

　アゼルバイジャンの「ドゥシュベレ」、タジキスタ

ンの「マンティ」、ロシアの「ペリメニ」といった、

世界には様々な餃子料理があるというのが面白く、

また、ブルガリアで結婚式の

おもてなしご飯に招待された

り、イ ラ ク で は お 姉 さ ん が

「You are my guest .」と

言って中東菓子を買ってくれ

たりとホスピタリティーに溢

れているところも素敵です。

（司書 / 辻本 優美）

旅をひとさじ  てくてくラーハ日記

松本智秋 写真・文
みずき書林

290.9‖Mat

図書館の新着図書より

今日は何の日？ 今日も本の日！
まちの本屋が店先の黒板にほぼ毎日書いたブックガイド

ドキドキするほど面白い！
文系もハマる科学
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686.53‖Ish

　あなたは死刑制度に賛成ですか？それとも反対で

すか？

　大学時代の友人が死刑囚であることを偶然知るこ

とになった教誨士の主人公。死刑制度と冤冤。冤は

死によってしか償われないのか。人が宗教に縋るの

はなぜなのか。親子の定義とは何なのか…それぞれ

の祈りの行く先と物語の軸である浄土真宗の教えは

私たちに本当に大切なことは何なのか教えてくれま

す。また、様々な切り口から人が

人を裁くことの危うさをと日本の

司法システムに警鐘を鳴らす本書

は、あなたの死刑制度に対する考

えを変えてくれるかもしれませ

ん。

（英米語学科 3 年次生 / 舟木 萌子）

死にゆく者の祈り

中山七里 著
新潮社

913.6‖Nak

　何気なく過ごしている日でも、

遡ればその日には何かが起こっ

たものです。そんなことに気づ

かせてくれるのが、町の本屋さ

んの「今日は何の日？」という

取り組みを纏めた本書です。４

月６日は『星の王子さま』が刊

行されるなど、本に関する話が

沢山書かれていますが、８月 30 日はドラえもんがネ

ズミに耳をかじられるなど、アニメや映画などのフィ

クションの出来事も書いてあり、本好きでなくても

楽しんで読めます。

　本書を読み、お気に入りの作品のことが書いてあ

る日を見つけて、自分だけの「記念日」を作ってみ

てはいかがでしょうか？

（フランス語学科 4 年次生 / 川田 崚登）

逢坂肇と流泉書房の仲間たち 著
苦楽堂

019.9‖kyow

　2020 年の世界はコロナ禍

により、特殊な年だったが、

その中にも愉快を感じる出来

事がありました。2020 年の

ノーベル文学賞の受賞者にア

メリカの詩人、ルイーズ・グ

リュック氏が選ばれました。

正直、私はあまりにも詩を読

まない人間です。最初この詩集を読んだとき、正し

い理解できるか不安に思いました。しかし読めば読

むほどその不安が消える、詩の意味が明確に分から

なくても、グリュック氏の詩は読む体験だけで単純

な美を感じられます。この詩を読んで、ノーベル文

学賞委員たちのように「Austere beauty」を感じ

るかもしれません。

（日本語学科 4 年次生 / 董 佳鈺）

アヴェルノ

ルイーズ・グリュック 著　江田孝臣 訳
春風社

931.7‖Glü

　「ICカードが反応しない？」駅の改札口で、朝の通勤

ラッシュに起こったら戸惑いますよね。なぜICカード

が反応しなかったのか、そもそもICカードの構造はど

うなっているのか、疑問に思ったことはありませんか？

　他にも、栄養ドリンクがなぜ茶色い瓶でできてい

るのか、IH クッキングヒーターの構造とは、『鬼滅の

刃』の鬼を助ける手段はあるのか、『名探偵コナン』

でも使われた血を一瞬でふき取るトリックなどなど。

日々の生活の中で出てくる

疑問を “科学で考えてみよ

う” という一冊になってい

ます。

　本書を通じて、科学の新た

な一面に出会えるかも…？

（ブラジルポルトガル語学科

3年次生/宇谷 美砂）

五十嵐美樹 著
青春出版社
404‖Iga

　わずか 13 歳で母と親族

と共にアウシュヴィッツへ

と送られ、グロース＝ロー

ゼン強制収容所、ブーヘン

ヴァルト強制収容所を経て

22 か月後に解放され、自

由の身になったドイツ系ユ

ダヤ人、トーマスの回想録

です。本書は著者が描いたスケッチとともに、1 日

のスケジュール、尽きる事のないレンガ積み作業の

様子、人々が工場のベルトコンベアのように選別さ

れ、一方は死へと送られる様子など、少年目線で赤

裸々に綴られています。

　過酷な状況の中、希望を抱き続けたトーマス少年

やその仲間たちの物語を読んで、今一度平和とは何

か考えてみませんか？　　　　　 （司書 / 黒川 瑞花）

アウシュヴィッツを描いた少年
僕は銃と鉄条網に囲まれて育った

トーマス・ジーブ 著　品川亮 訳 ハーパーコリンズ・
ジャパン

936‖Gev

　イスラム圏やムスリムの人達が暮らす地域の旅行

記。観光地を巡るというのではなく、その土地の人

とおしゃべりをしたり、郷土料理を食べたり、そこ

に暮らす人々の生活を目の前に感じられるような内

容です。

　アゼルバイジャンの「ドゥシュベレ」、タジキスタ

ンの「マンティ」、ロシアの「ペリメニ」といった、

世界には様々な餃子料理があるというのが面白く、

また、ブルガリアで結婚式の

おもてなしご飯に招待された

り、イ ラ ク で は お 姉 さ ん が

「You are my guest .」と

言って中東菓子を買ってくれ

たりとホスピタリティーに溢

れているところも素敵です。

（司書 / 辻本 優美）

旅をひとさじ  てくてくラーハ日記

松本智秋 写真・文
みずき書林

290.9‖Mat

図書館の新着図書より

今日は何の日？ 今日も本の日！
まちの本屋が店先の黒板にほぼ毎日書いたブックガイド

ドキドキするほど面白い！
文系もハマる科学
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図書館最新情報＆お知らせ

1図書館内改装

3展示会
貴重書展示会「書物でたどる京都時空散策」

5月27日～ 6月22日（京都府立図書館2階ナレッジベース）
6月27日～ 7月6日　（本学9号館6階ユニバーシティギャラリー）

終了しました。大勢のご来場、ありがとうございました。

テーマ展示
図書館入口正面、ギャラリーで随時開催しています。10月からはブックハンティングで購入した図書を
展示します。

第1閲覧室
自由に手に取って読んでもらえる本を増やすため、第1閲覧室に低書架を設置しました。それに伴い、
閲覧用の机のレイアウトも変更しています。机の上には全席衝立を置き、コロナウイルス感染対策をし
ています。また、東側窓のブラインドをロールカーテンに入れ替え、6号館から閲覧室が見えなくなる
ように調整しました。

第5閲覧室（6号館1階）
多読用図書を配架している第5閲覧室で、新たにCDやDVDが利用できるようになりました。
視聴用ポータブルプレイヤーをカウンターで貸出いたします。

貴重書ギャラリー室を設置
第3閲覧室隣に、貴重書を常設展示する部屋が出来ました。
第1弾として、京都に関する貴重書の一部を展示しています。

2ブックハンティング＆展示会
　8月1日にLibrary Explore Missioｎ（L.E.M.）のメンバーが、昨年に引き続き丸善
京都本店でブックハンティングを行いました。11月1日～ 11月30日まで4号館1階
南側大階段前ホールで、メンバーが自分で選んだ本を紹介するポスター展示会を行い
ます。また、外大祭中には、ブックハンティングに関連したイベントを企画中です。

5図書館主催イベント
歴史小説家／直木賞作家の澤田瞳子先生、東映京都俳優部／東映
剣会の堀田貴裕さんによるトークセッション・朗読会を開催します。

日時：11月28日（月）13:30~15:00
場所： 京都外国語大学4号館6階
イベント詳細は、後日ホームページでお知
らせします。是非ご参加ください！

4ブックトーク
　ご好評いただいている、ブックトーク。
今年度1回目はテーマ「京都」で5月
25日に、2回目はテーマ「夏休みに読
みたい本」で7月1日に行いました。
　次回3回目のテーマは「SDGs」です。
10月31日に開催いたします。皆様のご
参加をお待ちしております。

L.E.M. Instagram

L.E.M.については、
22ページをご覧ください

展示会の様子が動画で
ご覧いただけます
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剣会の堀田貴裕さんによるトークセッション・朗読会を開催します。

日時：11月28日（月）13:30~15:00
場所： 京都外国語大学4号館6階
イベント詳細は、後日ホームページでお知
らせします。是非ご参加ください！

4ブックトーク
　ご好評いただいている、ブックトーク。
今年度1回目はテーマ「京都」で5月
25日に、2回目はテーマ「夏休みに読
みたい本」で7月1日に行いました。
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　Library Explore Mission（L.E.M.）と は、図 書 館 
"Library" に関心のある学生が “Explorer” として自ら
企画・立案・実行する "Mission" を通じて、より自由
で魅力的な図書館を作るプロジェクトです。メンバー達
は週1回集まり、会議をしています。昨年に続き、今年

もブックハンティング（書店に行き、図書館に置く本を選書すること）とメンバーが選んだ本の紹介展示会を行う予
定です。自分ではなかなか手に取らない本を知ることができる良い機会になりますよ。
　さらに図書館公認イメージキャラクターの作成、多言語の本の読み聞かせなど様々なイベントを企画中です。この様
な取り組みから図書館内外に本の魅力を発信していきます。また、L.E.M.ではインスタグラム（P.21参照）を運営し
ています。図書館で開催するイベントやL.E.M.の活動を紹介しています。気になった方はチェックしてみてください。

　はじめまして。グローバル観光学科3年のまりなです。私

にとって図書館は大切な居場所の一つです。皆さんに本を

通して新たな繋がりや発見ができるわくわく感を発信して

いきます！

『地図で楽しむ！京都の歴史さんぽ』
西日本支社情報メディア編集部編
291.62‖Chiz

京都を散歩したい人におすすめ！
京都の歴史的背景に基づく独自の
文化をわかりやすくまとめていま
す。京都を全力で楽しめますよ！

（グローバル観光学科 3年次生）

　スペイン語学科１年のひなたです。L.E.M.の活動を通し

て本が持つ特別な魅力を皆様に普及していきたいと思って

います！よろしくお願いします！

『四畳半タイムマシンブルース』
森見登美彦著
913.6‖Mor

森見登美彦先生の青春小説です。
京都を舞台に、ぬるめな温度感で
進んでいく登場人物たちのやりと
りと、SFの定番であるタイムトラベルが融合して、妙にリ
アリティのある不思議な世界観に引き込まれます！森見
ワールド全開の作品です！是非読んでください！

（スペイン語学科 1年次生）

　はじめまして。英米語学科1年次生のゆうみです。私は本

が大好きなので、たくさんの人が来てもらえるような図書

館にできるよう精一杯活動していきます。

『赤毛のアン』
L. M. モンゴメリ著
933‖Mon

100年以上愛されるモンゴメリの
名作です。主人公のアンが精一杯
生き抜く姿はこれから何か始めて
みようと思っている人や人生の岐
路に立たされている人におすすめです。まだ、名作を読ん
だことがない人もぜひ読んでみてください。

（英米語学科 1年次生）

　昨年度から引き続き参加しています。今年度も図書館の

魅力をもっと皆さんにお伝え出来るよう様々な企画を考え

ます。どうぞお楽しみに！

『華氏451度』
レイ・ブラッドベリ著
933.7‖Bra

1953年に書かれた作品ですが、今
もなお色褪せない世界的に有名な作
品です。物語の世界設定は現代社会
にも通ずるものがあります。私たち
が、インターネットと隣り合わせの生活の中で忘れたもの
を、この作品は思い出させてくれるのではないでしょうか。

（グローバル観光学科 4年次生）

22 GAIDAI BIBLIOTHECA No.234



小澤正邦 著
『虹の論証Ⅰ』

（三恵社）他1冊

名古屋大学大学院教授 小澤 正邦 氏より

鈴木教司 著
『〈フランス法服貴族〉用語集』

（鈴木教司）

鈴木 教司 氏より

宮岸哲也著
『ゾゾ語（若柔語）文法』

（安田女子実践教育研究所）

安田女子大学教授 宮岸 哲也 氏より

Nireu Oliveira Cavalcanti 著
『Arquitetos & engenheiros : sonho de Entidade 
desde 1798』　　　　　　　　　　　（Creak）他2冊

本学 住田 育法 名誉教授より

トム・ウィリアムズ 著，堀口容子 訳
『世界のフットボール表現事典』

（イースト・プレス）

本学ドイツ語学科卒業生 堀口 容子 氏より

松田武 著
『自発的隷従の日米関係史 : 日米安保と戦後』

（岩波書店）他1冊

松田 武 前学長

ロナルド・カプラン 編，堀川徹志 訳
『女仕立屋の物語 : 神の国カナダ ケープ・ブレトン島珠
玉短編集』　　　　　　　　　　　　　　　　　（文理閣）

堀川 徹志 理事長・総長

花本知子 著
『これからはじめるイタリア語入門』

（NHK出版）他2冊

イタリア語学科 花本 知子 准教授

牛島万 著
『米墨戦争とメキシコの開戦決定過程 : アメリカ膨張主
義とメキシコ軍閥間抗争』　　　　　　　　　　（彩流社）

スペイン語学科 牛島 万 准教授

長濵拓磨 著
『戦後文学と聖書 : 日本の近現代作家におけるキリスト
教の影響をめぐって』　　　　　　　　　（かんよう出版）

日本語学科 長濱 拓磨 教授

玉城毅 著
『琉球･沖縄寄留民の歴史人類学 : 移住者たちの生活戦術』

（共和国）

本学 森田 嘉一 最高顧問より

Oscar Nakazato 著
『Nihonjin』

（Benvirá）

オスカール・ナカザト 氏より

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

贈
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文化大革命が収束した後、1980年に刊行された『人

啊、人』（邦題『ああ、人間よ』大石智良訳、サイマル

出版会1988）で、中国の文壇に衝撃的なデビューを

した女性作家・載厚英（1938-1996）は、そのあと

がきの冒頭でこのように述べている。

二十年前（1960年）、わたしは上海華東師範大学を

くりあげ卒業すると、波風の激しい、苦難の多い文壇

に足を踏み入れた。盲従と無知が私に自信と力を与え

てくれた。私は自分でマルクス・レーニン主義の基本

原理を身につけ、正しく社会を理解し、人間を理解し

たと思い込んでいた。私は演壇に立って、指導者の意

図に基づいて書かれた原稿を大声で読み上げ、私の先

生が宣伝した人道主義を批判した。私

は言いました。「私は先生が好きですが、

真理の方がもっと好きです。」満場の拍

手は私を陶酔させ、自分がそのような

“戦士” になったことを誇りに思った。

…二十年後の今日（1980年）、私は小

説を書き始めた。私が小説の中で広く

伝えようとしているのは、まさに私が

以前批判したものであり、小説の中で

吐き出したいのは、まさに以前努めて

抑え、改めようとした “人間らしさ” な

のだ。そのことは私にとって本当に風刺的な意味をも

つのである。

自己の理想と信念が、自ら加担した文化大革命とい

う巨大な政治運動によって踏みにじられたとき、人は

いかにして自己を再生できるか、1976年10月の「四

人組」打倒という事件でようやくその呪縛から解き放

たれた知識人の苦悩を、十一人の主な登場人物に独白

で語らせるという斬新な手法で、載厚英は『人啊、人』

を書いた。

若き載厚英に演壇から批判された恩師・銭谷融は、

厚英が凶悪犯に殺害されるという思いがけない訃報に

際して、『載厚英に関して』（《当代作家评论》1997年

第1期）という一文を寄せている。…厚英は私の学生で

あるが、クラスでは彼女に別に印象はない、私は1960

年代初め上海作家協会の有名な四十九日大会で、彼女

が壇上に上がり私を批判した時、彼女を初めて知った。

彼女が壇上で私をどのように批判したのか、私は全く

覚えていない。当時私を批判する発言をしたのはもち

ろん彼女一人だけでない。彼女の最も際立っている点

は、他の者は発言の中で私に先生や同志といった呼称

を使ったが、彼女だけは私を呼び捨てにしたことだ。（中

略）1981年大連での会議から帰ると、彼女が自ら郵送

してくれた『人啊、人』を受け取った。以後、彼女は

新しく本を出すたびに、私に寄贈してくれた。厚英は

とても頑固である。自分が過去に過ちを犯したと知っ

ていても、絶対に懺悔しない。…

載厚英の死の二年後（1998年）、安

徽文芸出版社から八巻の載厚英文集が出

た。その文集に、すでに病床にあった蕭

乾が次のような序文を寄稿している。

一生ささいな事柄にも注意深い態度を

とる人間はおそらく永遠に過ちを犯さない

だろう。批判されても、自己批判を書く

必要はない。しかし人はかどかどしさがな

く、一日中そつがなく日々を過ごし、一

挙一動は周囲の雰囲気をよくよく考えて、

それぞれの目の色をうかがっていると、そのような生き方

は本当に面白みがなく、一生を送っても味気がない。

載厚英の人となりは全く正反対である。彼女は性格

が強く、しかもあらゆることに対して見方がはっきりし

ており、時には極端になってしまうこともある。怖が

らないのだ。なぜなら彼女は一旦目が覚めると、絶対

にうまいことを言って自分の欠点や誤りをごまかさな

い。その上、率直に自分を是正できる。例えば人道主

義の問題でも、彼女は極端に左に行き過ぎたのは、誠

実さから出たものである。しかし彼女は自分の過ちを

知ると、勇気を持って躊躇せずに公に自己を否定する、

そうして1980年代初め、大きな反響を呼んだ『人啊、人』

を書いたのだ。 かげやま　たつや（非常勤講師・中国文学）
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1771（明和八）年、日本とロシアとの出会いは当時

の日本で「はんべんごろう」の名で知られたハンガリー

人のファン・ベニョフスキーが長崎出島のオランダ商館

長に宛てた、ロシアの蝦夷（現・北海道）侵攻を示唆す

る書簡から始まりました。

日本とロシアの接点自体は、ベニョフスキーの約70年

前からありました。大坂（現・大阪）商人の手代だった

伝兵衛がロシアに漂着し、当時の皇帝ピョートル1世と

謁見していたのです。伝兵衛にロシア人への日本語教育

を要請し、交易の糸口を掴むべくカムチャッカから日本

へ渡航を試みるなど、日本に対する関心も高かったよう

ですが、造船技術の未成熟さから、この時点では日本へ

の来訪までには到りませんでした。

一方、アイヌとの交流は14世紀頃から既にありまし

た。蝦夷南西部にかけて日本人が居住し、アイヌと混

住していた者もいたといいます。執権北条義時の意向

で安東氏が渡り、彼の跡を継いだ蠣
かき

崎
ざき

季
よし

繁
しげ

と武田信広

が松前藩の基礎を築きました。松前藩と言えば、飛騨

屋などの商人と癒着し、アイヌを酷使し詐術にかけて

暴利を貪り、紛争沙汰の度にアイヌの首長たちを騙し

討ちにしたことが通説になっています。しかし著者は、

この通説と異なる見方を述べています。

紛争が起こる理由の大半は、城下交易から商場交易へ

の転換に伴う、アイヌの交易の主体性の喪失など従来の

交易形態に変化が生じ、それに伴ってアイヌ側が不利益

を被るようになったことや、商人らのアイヌの慣習に対す

る理解の低さにありました。しかも、アイヌ全体が日本人

に反感を抱いていた訳ではなく、日本の交易品に依存し

ていた者も少なくなく、中には松前氏の軍と朝鮮出兵に

従軍していた者さえいたと著者は述べています。

松前氏もまた、藩の中では特殊な立ち位置に在りま

した。米が採れる土地柄で無いために石高制が採用さ

れず、アイヌとの独占的交易で生計を立てて来たと言

われています。しかもアイヌは藩の統治下に無く、租

税も人口調査も行っていないそうです。アイヌも日本

の商人らに従事する者もいましたが、その関係は強制

出来るものではありませんでした。

ロシア人、アイヌ、松前藩など、本書が描く通説とは

異なる彼らの姿は興味深いものがありますが、さらに注

目すべきは、情報分析や通訳の困難さです。前述のベニョ

フスキーから伝わった「ロシアが蝦夷侵攻を目論んでい

る」件も、実際にこの時点ではロシアにそこまでの意図

は無く、日本との交易を望んでいるだけだったようです。

しかし、日本との交易を独占したいオランダ商館によっ

て歪められ、さらにその情報が当時の日本の「識者」と

目される林子平や工藤平助らによって国内に流布されて

しまったといいます。情報は介入者や受け手の思惑や誤

解などによって正しく発信されないことがあります。ロ

シアとの交易実現の困難やアイヌとの紛争などでも、双

方の文化の違いも影響しているものの、この問題が少な

からず関係している事例が本書で見受けられます。

ロシア人との意思疎通も、通訳の人材不足から困難

を極めました。レザーノフやゴローヴニン来航の際は、

ジェスチャーのみならず、ロシア語をアイヌ語に訳し

た後に日本語に翻訳する手法、給料の金額や飼ってい

る鳥についてなど、取り留めない質問を重ね相手の意

図を把握しようとする江戸期日本人の「尻取り的連歌

的思考」まで駆使したといいます。

幕末のペリー来航が、江戸日本の激動期として有名

ですが、それ以前のロシア・アイヌ・日本の関係も、

勝るとも劣らないほどに重要です。老中松平定信の時

代には、アメリカに先んじてロシアと交易関係を結ん

でいた可能性すら存在していたのです。本書はもう１

つの「あり得た未来」を模索すると同時に、情報を正

確に把握することの大切さを説いています。
 いながき　ひろゆき（司書・主事）
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実は私、人が多い場所は苦手です。うじゃうじゃと蠢く
人々の中にいるだけで眩暈と息苦しさに襲われるほどの重
症。だから、デパートに行くなど以ての外。そんなオヤジ
も小さかった頃はデパートに行くのは楽しみでした。まだ
大型量販店どころか、近所にはスーパーマーケットもなく、
公設市場があったぐらいの時代のことです。こどもにとっ
て町の中心部にあるデパートは、日常では目にすることの
できないオモチャ（こどもにとっての宝の山）に触れられ
る場所で、床に転がって「買って買って−」の呪文を泣き
叫ぶ儀式の場でもありました。そして、なによりも、ちょっ
と綺麗に盛りつけたお子様ランチを食べられる大食堂があ
りました。

フードコートなどと言う中途半端でがさつな空間とはわ
けが違う。ちゃんと水を持ってきてくれる揃いの制服に白
いエプロン姿のウエイトレスさんもいました。オモチャは
兎も角、今思えば、お子様ランチがなぜあれほど楽しみで
あったのかと思います。回数にすれば、デパート大食堂の
お子様ランチなど、10回も食べていないはずです。それ
なのに、今でもなお、その盛りつけや色彩、味や香りまで
を思い出すことができるのは不思議です。富士山の円錐台
にかたどられたケチャップ色のチキンライス。その上には
決まって小さな日の丸が立っていました。透けるほどに薄
い紙に印刷された日の丸が、爪楊枝の軸に儚げについてい
るその旗を、宝物のように家まで持って帰ったものです。
今はどうも日の丸は分が悪いようで異国の旗が立つことも

ありますが、私の世代には、お子様ランチの旗は断じて日
の丸でなければなりません。あの白地に赤い○の色彩が、
チキンライスと相調和して、実に魅力を増すのです。こど
もにちょうどよい分量づつ、こどものツボを心得た料理を
ちょこちょこと盛りつけてあるのも嬉しかったのかも知れ
ません。非常に優れたワン・プレートでした。

当時のこどもたちにとってデパートに行くのは、ちょっ
とした “別世界旅行”  だったのです。

小学校も高学年になると、いつの間にか私の世界から百
貨店は魅力を失っていきました。百貨店の屋上遊園地や玩
具やお子様ランチの魔力が弱まり、高校生になる頃、デパー
トはもはや無縁の世界となってゆきました。その後、人混
みアレルギー（?）の私は、すすんでデパートに出向くと
言うことは皆無となっていたのです。

そんな私が、デパートの魅力について、お子様ランチの
色彩や味、建物のデザインなどについて想いをめぐらせる
ことになったのは、ぎょっとするような風景を写した一葉
の絵葉書をご紹介しようと思ったからです。
 冒頭の写真絵葉書は明治44年に起工、大正元年10月に竣
工した際、大丸呉服店が配布した宣伝用絵葉書のうちの一
葉です。写真は南東方向から北西向きに撮影されています。
六角堂の宝珠つき屋根も見えていますね。

それにしても、低い町家が甍を連ねる京都盆地の中に、
忽然と聳え立つエキゾチックな建物。一番高い塔からはア
ザーン（モスクで礼拝の開始を告げる声）が聞こえてき
そうな雰囲気です。そもそも一昔前のデパートは、豪華
で、わくわくする空間でしたが、このサラセン様式の鉄骨
木造３階建て建築は、図抜けてもの凄いですね。私の手元
には、当時大丸が発行した案内小冊子があるのですが、そ
の中の「大丸呉服店と其設備」には、「本館の構造は印度
サラセニック、スタイルに則とり之に日本固有の建築法を
應用したる鐵骨木造建にして高さ地上八十二尺床の總面積
一千〇七十六坪三合四勺其屋上に峙立せる塔屋は彼の世界
建築上の寶石とも穪せらるゝ印度アグラに於けるタジマ
ホールの塔屋に擬したるものなり入口は都合三カ所あり本
舘の東南角に面したるものは幅二十四尺の大入口にして此
他四條通り高倉角各入口間の大硝子陳列窓は當店の誇とす
る一にして特にベルジュームより取寄せたものなり又本舘
の西北角に面し稻荷神社を奉祀せり所謂大丸稻荷にして其
前面の庭園はイタリヤ式なり……」と誇らしげに記されて
います。外観はサラセン様式、屋上にはイタリア式庭園に
面して稲荷も祀り、凄まじいまでの和洋折衷ですね。店内
各階の案内も和洋古今折衷で最先端のテクノロジーも取り

1．京都市 The Kyoto-City Daimaru Store
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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。

入れていて面白いのですが、今回は割愛。そのかわり、こ
の建物を正面から捉えた宣伝用写真絵葉書をご紹介しま
しょう。

四条高倉南東から撮影されたものです（写真２）。

説明通りに三カ所の入口が見えています。隣接する建物
と比較して、その威容は圧倒的ですね。画面右端に立って
いるのは当時の市電架線柱です。なんでこんなものまでフ
レームインしたのかと不思議に思えたのですが、この架線
柱が市電の停留所だったのです。「停留塲　四條通高倉」
という表示が読み取れます。

実は、この写真をもとにイラストに描き起こされた年賀
状があります（写真３）。

このイラストにはちょっと気になる点があるのです。電
停の表示盤付き架線柱も、自転車の人も母子３人連れも、
写真と同じなのですが、写真に写っている２台の大八車が
四輪馬車（ポニー？ロバ？）に変更されています（写真右
両絵葉書部分拡大図）。実際にこんなお伽の国から出て来
たような乗り物があったわけでは無いでしょう。大八車で

はモダンさに欠け、なじまないと考えたのでしょうか。ま
た、イラストではショーウインドウの中の様子も描かれて
います。

当時京都四条界隈にはこのようなエキゾチックな建物が
いくつもありました。寺町四条御旅町には洋風三階建ての
藤井大丸がありました。三条通りまで含めれば、烏丸・河
原町間にはモダンで、当時の感覚では奇抜で洋風デザイン
の建物がいくつも建っていたのです。

一方、河原町以東の景観変化は少し遅れます。市電路線
の東進、道路の拡幅以後には菊水館やレストラン矢尾政

（現・東華菜館）などがあらわれることになります。
大丸の年賀葉書は、大正９年に出されたものですが、そ

の翌年、五山送り火の日の８月16日午前５時、原因不明
の火災により焼け落ちてしまいます。同じような箱が建
ち並ぶ現在の四条通りのなかに、こんな “異様”  な建築が
あったら、さぞかし魅力的でしょうね。

ところで、大丸百貨店最上階には、この建物のとき、す
でに「スライド（滑機）ロッキングボート（床上ボート）
メリーゴーラウンド等……皆最近米國より取寄せ」た「兒
童遊戯室」があり、また、「米國流行のミッション式にし
て欄間の繪は和蘭陀の風車圖」というインテリアの食堂も
備えていたのは注目されます（「 」は前出「大丸呉服店と
其設備」より）。

令和の時代まで、建物は何度か建て替え、改築されまし
たが、最上階にはいつも食堂がありました。しかし、その
大食堂（ファミリー食堂）も、老朽化を理由に、今年令和
４年の２月末、大正元年10月から続くその歴史に幕を下
ろしました。その後どうなるのかは、来年春に発表予定だ
そうです。

当時では考えられないほどに品揃えが充実し、凡そ世界
中の商品が、家にいながらにしてネットで購入できる現代
から見れば、デパートなんぞで心ときめくなど、あまりに
素朴に感じるかも知れません。しかし、一方で私たちは、
当時の人々のようにわくわくする空間を、これほど身近に
持っているでしょうか。夢や憧れの空虚さと言う点では、
現代の方が昔に勝るでしょう。デパートが別世界だった時
代は、もう来ることはないのかもしれません。デパートが
夢の国だった頃は、今よりいろいろなものが宝物に見えて
いて、だれでも身近な世界に夢を見られた幸せな時代だっ
たのかもしれませんね。

さて、わくわくできる場所を、自分で探しにゆくことに
しましょうか。残り少ない夢の世界の探索の旅へ。
 ひぐち　じょう（教授・日本文化史）

2．大丸呉服店 京都四條高倉角

3．大丸呉服店年賀状
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