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●表紙で紹介する貴重書

　今年はイギリスの経済学者トマス・ロバート・
マルサス (1766-1834) の生誕250年にあたります。
　彼はロンドンの南にあるサリー州ドーキングで
生まれ、1784年ケンブリッジ大学ジーザス・カ
レッジに入学した。卒業後は家に近いオールベ
リーで牧師補を務め、その後ジーザス・カレッジ
のフェローに選出された。
　丁度その頃はフランス革命の影響を受けてゴド
ウィンやコンドルセといった急進思想家がもては
やされていて、マルサスは時事問題について父と
よく討論した。父とは逆に新思想に反対する立場
をとり、この討論を契機として著したのが『人口
論』初版（1798年）である。
　この中で、人口は人間の本能である性欲により
幾何級数的に増加するのに対して、食糧は算術級
数的にしか増加しないこと、そのため、自然の状
態では過剰人口による食糧不足は不可避であり、
このことから貧困は死亡率を高める積極的要因、
悪徳は出生率を低める予防的要因となるので、過
剰人口の抑止力として是認されることを述べた。
これは貧困問題の解決策や貧民救済策が無意味
であることを意味しており、ゴドウィンたちが提唱
する理性の支配する理想社会は実現しえないこと
を主張するものであった。
　この『人口論』は、最後に第6版が出されるま
で度々改版されたが、1803年に刊行された第2
版である本書と初版の間には、著しい相違点が存
在する。即ち、語数約5万語の初版では、人口増
加を抑制する要因として、必然的に生ずるとされ
た貧困及び悪徳のみを認識したのに対し、約20
万語の膨大な著作となった第2版以降において
は、新たに道徳的抑制の存在を認めている。この
著作は人口論の独立した最初の体系的著作であ
り、「人口問題に関するあらゆる近代的思索の出
発点」となった。

原寸　27.2× 21.2 cm
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米・キューバ国交回復米・キューバ国交回復
■岐路に立つキューバ　山岡加奈子編 　
　岩波書店 2012
■現代アメリカ政治外交史　安藤次男著  
　法律文化社 2011
■武力行使の政治学 : 単独と多角をめぐる国際政治とアメリカ国内政治　
　多湖淳著　千倉書房 2010
■「没落先進国」キューバを日本が手本にしたいわけ　吉田太郎著　
　築地書館 2009

312.591‖Kiro

319.53‖And

319.53‖Tag

302.591‖Yos

ラグビーラグビー
■エディー･ジョーンズの日本ラグビー改造戦記：ジャパン進化へのハードワーク  
　大友信彦著　東邦出版 2015
■ラグビー日本代表はタフになったのか？：Japan way  
　ラグビーリパブリック編著　ベースボール・マガジン社 2015
■不動の魂：桜の15番ラグビーと歩む　五郎丸歩著　大友信彦編　
　実業之日本社 2014
■8人のキーマンが語るジャパンラグビー革命：上田昭夫がここまで聞いた!                               
　上田昭夫、大元よしき著　アスペクト 2008

783.48‖Oto

783.48‖Ragu

783.48‖Gor

783.48‖Ued

ミャンマーミャンマー
■ミャンマーの多角的分析：OECD第一次診断評価報告書  
　OECD開発センター編　明石書店 2015
■話せる･伝わる ミャンマー語入門　田辺寿夫編  
　大修館書店 2015
■ミャンマーの社会科　小島文英著　
　溪水社 2014
■ミャンマーの黎明：国際関係と内発的変革の現代史　津守滋著                               
　彩流社 2014

332.238‖Oec

829.35‖Hana

375.3‖Koj

223.807‖Tsu

テロテロ
■イスラム聖戦テロの脅威：日本はジハード主義と闘えるのか　松本光弘著 
　講談社 2015
■20世紀からの戦争･紛争キーワード百科　鈴木孝弘著  
　三恵社 2015
■国際テロリズムハンドブック　安倍川元伸著　
　立花書房 2015
■イスラム国･衝撃の近未来：先鋭化するテロ、世界と日本は？　矢野義昭著　
　育鵬社 2015

316.4‖Mat

203.6‖Suz

316.4‖Abe

316.4‖Yan

日本産旅客機日本産旅客機
■ホンダジェット：開発リーダーが語る30年の全軌跡　前間孝則著 　
　新潮社 2015
■日本のものづくりはMRJでよみがえる！　杉山勝彦著  
　SBクリエイティブ 2015
■翔べ、MRJ：世界の航空機市場に挑む｢日の丸ジェット｣　杉本要著　
　日刊工業新聞社 2015

538.68‖Mae

538.68‖Sug

538.09‖Sug

今、話題のテーマに沿った本を
新着図書からPick Up !

●これらの書物は一定期間、「新着図書コーナー」に配架されると共に、ホームページでも紹介されます。
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　私の通った大学の図書館は、本館が地上3階地
下2階、分館も合わせると蔵書数220万冊を超え
る大規模なもので、地下の書庫には三年生以降
は自由に入庫できるきまりであった。恵まれた
図書館ではあったものの入学当初に何度か図書
館へ向かっただけで、開架図書を一通り見たら、
レポートでもない限り足を向けなくなっていた。
　三年生になり書庫へと入れるようになった時、
ある先生から「書庫にある蔵書の内、興味のあ
る本のタイトルをまとめる」という課題が与え
られた。その際の指示は、内容まで読む必要は
ないので「背表紙」だけを読めと言うものだった。
　簡単な作業だろうとすぐには図書館に向かわ
ず、提出期限ギリギリになってからようやく初
めて書庫へと入り、まずは愕然とした。それま
で目にしていた開架とは違い、右を見ても左を
見ても所狭しと並ぶ書棚に詰め込まれた本の洪
水。目当ての日本史や民俗学の本がどこに配架
されているのかすらわからない。ようやくたど
り着いたもののまたもや本の洪水。日本史だけ
でも古代、中世、近世、近代と時代別に分類され、
さらには地方史、仏教史や神道史、生活史など
の分野史に書棚が分かれ、「この一角、すべて日
本史」という状態であった。
　本は読んでいるほうであると自分では思って
いた。そのため日本史や民俗学の関連書籍、そ
の中でも特に自分の興味のある分野に関しては、
読んでいないにしても網羅的に書名だけは知っ
ているつもりでいた。しかし実際には初めて見
る書名がずらりと並んでいる。しばし呆然とし
ていたが、課題提出日も近いことから仕方なく
端から順に書名と著者名のメモを始めた。
　作業を始めてみるとこれが意外と面白い。気
がつけば課題とは関係のない作業もはじめてい
た。まずは出版された年代が気になり奥付を確
認して年代順に本を並べてみた。するとそれぞ
れの本の間に相関関係のようなものが見えてき

たので、次に各本の「はじめに」や「序章」な
ど冒頭部分を読んでみた。そこには研究の意義
とともに、どのような研究がその本より先んじ
て行われているのか、という先行研究の整理が
行われているのであるが、それを見ると各書の
相関関係はより有機的に見えるようになってき
た。さらには関係無いと考えてメモしていなかっ
た書名が挙がっているのでそれを探すのだが、
片っ端から背表紙を読んでいたおかげでその本
がどこにあるのかすぐに見当をつけることがで
きるようになっており、苦労すること無くそれ
を手に入れることができた。
　そのような作業を繰り返しているうちに、研
究テーマには流行り廃りがあることや、新しい
研究テーマが開拓される際にはどのような社会
背景や問題意識があったのかなど漠然と見えて
くるようになった。つまり研究の動向や潮流を
垣間見ることができたのである。また同時に自
分の新たな興味関心も発見することができた。
課題には反映させることはできないが、色々な
面白そうだと感じる本を目当ての本を探す過程
で発見することができたのである。最終的に提
出した課題は書名と著者名の羅列でしかなかっ
たが、課題の意図は膨大な書籍の中から自分の
研究に必要な文献を収集し、体系付けて整理す
ることで問題を発見して自らの研究もその中に
位置付けていくという研究史整理の初歩を体験
させるためのものであったと後年になってから
気付いた。
　現在では検索エンジンを利用することで容易
に必要な文献を整理できるようになったが、図
書館の書棚を端から端まで眺めながら本を探す
という方法も良いものである。そこにはきっと
思わぬ本との出会いが待っているだろう。

むらやま　こうたろう （講師・日本史学、民俗学）

学生時代と図書館93
「背表紙を読む」

村山弘太郎
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佛蘭西書巡覧 36
平山弓月

詩人としての彼の豊かな感受性は、それらの動物の生態を見事に
描き分けているのみならず、そうした動物の置かれている社会的な環境
―つまり、十七世紀後半のフランスのそれにほかなりません―を、
まるで一巻の絵巻でも見るように、目のまえに繰り広げてくれます。

『増補フランス文学案内』

　幼い日々に、イソップの「寓話」に、教訓め
いた文言を理解せずとも親しんだ方は多いこと
でしょう。しかし、皆さんがお読みなられたのは、
イソップそのものではなく、十七世紀の一フラン
ス抒情詩人が、文学性豊かに美しいフランス語
に移した詩の和訳ではなかったでしょうか。
　この詩人こそが、ジャン・ドゥ・ラ・フォンテー
ヌJean de La Fontaine(1621-1695)その人で、
今回は,全12巻240篇余りの『寓話』les Fables 

(1668-94) を取り上げましょう。
　詩人は、パリ東方シャンパーニュ地方の、裕
福な家庭に生を受けました。地元でラテン語を
学ぶと、神学を修めるべくパリに上りましたが、
こと志と異なり、文学に惹かれ神学校を辞め、
法律の勉強に向いました、弁護士資格をえたも
のの、文学を捨てることができず、故郷に戻り
創作の日々を送るようになりました。詩人が世
に出るきっかけは、妻の縁戚のおかげで、当時
権力の絶頂にあった財務卿フーケに、ギリシア
の美少年の恋に着想を得た長編詩『アドニス』
Adonis(1658)を献じたことに拠りました。ルイ
十四世の勘気を蒙りフーケが失脚すると、詩人
は当時の思想家や文筆家と交わり、次々と作品
を世に問いました。中でも最も高い評価を得た
のが、『寓話』でした。

　皆さんは「蟻とキリギリス」の名でこの物語
を知っておられるでしょう。テーマはイソップに借
りたもので、ギリシア詩人のお話では、「蟻とセ
ンチコガネ」（中務哲郎訳）となっています。「蟻」
は変わりませんが、対する動物は、おそらくは
それぞれの風土で最も親しいものに因るものな
のでしょう。

　蝉は必死になって蟻に頼み込みますが、蟻の
返事はよくご存じでしょう。

　イソップさんの方は、最後に次のような教訓を
加えます。「このように、ふんだんにある間に将
来に備えないものは、時勢が変わればひどい不
幸にみまわれるものだ」と。
　「少年老い易く、学成り難し」とも言います。
古今東西、同様の教えは枚挙に遑がありません。
若いころには十分に理解できなかったこの類の
教訓は、すでに老境に入っている筆者には、痛
いほど心に響きます。と言って、妙に教師風を
吹かせて皆さんにこのような古人の教えを繰り返
しはしません。皆さんにお願いしたいのは、今
はただイソップやラ・フォンテーヌなどの著した
書籍を、虚心坦懐に繙いていただきたいのです。
　読書は、読む年代によって様々に読み方が異
なります。繰り返し幾度も読まれる物だけが、古
典として残ってきたのではないでしょうか。幼い
ころに親しまれた本を今一度取り出し、お読みに
なられることをお勧めします。改めての発見があ
るでしょう。読書の「悦び」がそこにあると思い
ます。

ひらやま　ゆづき（教授・フランス語・フランス文化論）

　La Cigale et la Fourmi  　　蝉と蟻

La Cigale ayant chanté 一夏中

Tout l’été,  歌っていた蝉は

Se trouva fort dépourvue 冬将軍がやってきたとき

Quand la bise fut venue. 無一物とわかりました。

Elle alla crier famine 蝉は窮乏を訴えに

Chez la Fourmi sa voisine, 隣人の蟻のところへ行き、

La priant de lui prêter 暮らせるよういくらかの食べ物を

Quelque grain pour subsister 貸してくれと頼みました

Juaqu’à la saison nouvelle. 次の季節が来るまで。

Je vous paierai, lui dit-elle, 必ずお返ししますから、蝉は蟻に言いました、 

Avant l’août, foi d’animal, 次の八月が来る前に、動物の名に懸けて誓います、

Intêret et pricipal. 利息と元本を合わせて。

La Fourmis n’est pas prêteuse. 蟻は気前よくはありません。

C’est là son moindre défaut. 蟻の欠点はこんなものではありません。

Que faisiez-vous au temps chaud ? 暑いときあなたは何をしていたの？

Dit-elle à cette emprenteuse. とこの借り手に言いました。

Nuit et jour à tout venant, 夜も昼も誰にでも

Je chantais, ne vous déplaise. 私は歌っていたのです

Vous chantiez ? J’en suis fort aise, 歌っていたですって？結構なことですね、

Eh bien dansez maintenant. じゃあ今度はお踊りになりなさい。
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Rebecca Calman（多読指導研究グループ）

　本稿では、多読をより楽しむための本の選
び方を紹介します。様々な本のお勧め情報へ
のアクセスの仕方や、同じ著者で読み続ける
方法、名作を読む方法、テーマ毎のリーフレッ
トや陳列本の利用、読みやすいレベルの見極
め方など、役立つ方法をお伝えします。
　Independent reading builds knowledge, 
improves vocabulary and grammar, and 
exposes the reader to ideas, experiences and 
beliefs. Independent reading means making 
your own choices, rather than reading a book 
assigned for a class or picked by someone 
else. How should you choose something to 
read?
　Choosing a good book is very important. 
The more interesting and enjoyable a book 
is, the better experience it will give to the 
reader.  
　Think about what you l ike. Fiction? 
Nonfiction? Interesting facts? Action? Tragic 
love? Murder?  Touching drama? Look for 
books that appeal to your interests. Here are 
some ideas about how to find suitable books 
to read.
　Selecting a Book on Your Own
　There is a saying in English, “You can’t 
judge a book by its cover”, which means that 
we should not judge people by their outward 
appearance. We have to look a little more 
deeply. When selecting a book to read, a 
picture or design may catch our attention.  
But the next step is to look at the back of 
the book or inside the front cover to see a 
synopsis of the story. Open the book and 
read a few paragraphs.  Do you like the story 
described? Is the writing style appealing? 
Does it seem like a book that will keep you 
interested?
　Recommendations
　A good source of recommendations is other 
readers.  Ask your friends what books they 
have enjoyed reading. Don’t forget to tell your 
friends when you read a good book.
　Look at book reviews in the library or 
online. 
　Popularity
　One way to choose a book is to read books 
that many people have already enjoyed. 
There are many lists of bestselling or popular 

books. Some stories are thousands of years 
old, like the Aesop’s fables.  Books like Heidi 

and Black Beauty are among the bestselling 
books of all time. 
　Familiar Stories
　Many books in the extensive reading 
collection are famous. You may know those 
stories from TV shows, movies, or books you 
read as a child. Look for some stories that you 
already know, like the tales of Hans Christian 
Anderson, or Disney.  
　A way to find familiar stories is to look 
for books by the same writer. Some popular 
books stand alone, but many books are 
written in a series.  “Nate the Great” is in 
many books, for example.  
　Expert Advice
　A professional librarian or teacher may 
be able to recommend books that you might 
like. Bibliographies should be available in the 
library with lists of books on topics such as 
romance novels, biographies, horror stories, 
adventures or pirates.  

　Remember to choose books that are on 
your reading level, not too easy but not too 
difficult to read smoothly, without using a 
dictionary. A simple test is the “Five Finger 
Test”. Open your book to a page with no 
pictures.  Open one hand with five fingers. 
Start reading. Every time you find a word 
you don’t know, put one finger down. If you 
can finish the page and still have at least two 
fingers up, the book is not too difficult for you. 
Keep reading.
　As you read more books, you will get 
better at choosing ones you like.

レベッカ・カルマン（准教授、歴史学）

  

“How to Choose a Book for Extensive Reading”  
 （多読の本の選び方）

Extensive Reading in a Foreign Language 4

第五閲覧室で配布している多読用のテーマ別
推奨図書リーフレット
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　「川面に映った少女の姿が揺れる。継ぎの当
たった服。肩にかかった二本のおさげ。そし
て、栄養不足で黄ばんだ髪。同級生は誰も、彼
女に話しかけようとはしない。授業の前と後、
みんな彼女をいじめる。学校に行くのが、今で
はすっかり怖くなった。父は港湾労働者で、背
中を痛めてからもう何年も家にいた。母がとき
どき洗い物や掃除で得るわずかな金で、一家は
生活していた。母は遠くまで仕事に出かけ、何
週間も戻ってこないこともあった。やがて母が
病に倒れ、生活はますます悲惨になった。一家
にのこされたのは、父のわずかな傷病手当てだ
け。ふたり食べられるか食べられないかの額で、
五人生活していかなくてはならなかった。」（虹
影著、浅見淳子訳『裏切りの夏』青山出版社
1997）
　虹影は1962年9月21日、重慶市の貧しい家に
生まれた。彼女の家は長江の南岸にあった。父
は半盲の船頭、母は工場労働者で、10平方メー
トルの家に一家五人で暮らしていた。「私は自
ら人に誕生日を言ったことはない。身内に対し
ても、一番仲が良い友達に対してさえも。初
めはわざと忘れ、それから本当に忘れてしまっ
た。18歳までは私の誕生日を覚えている人はい
なかった。18歳以降は人に言いたくなかった。」
18歳の時、虹影は自分が私生児であることを
知った。この境遇が彼女をかき乱し、彼女の創
作の源にもなった。創作を通して、絶えず出か
けては戻り、それによって自分を探し求めた。
　虹影は兄弟の順は六番目で、私生児であっ
たが故に何度も白い目で見られた。「私が6歳の
時、黄色い肌の痩せた顔、髪の毛は薄くてお下
げが結えない。頭の回転が鈍くて、道でゴミを
集めているおじいさんでも不思議に思った。つ
いには、母も失望してしまった。私を嫌ってい
ることがありありだったので、私を母方のおじ
に送った。」絶望している時、母が迎えに来て、
重慶市に戻って学校に通った。大学入試に落ち
てから、ある軽工業専門学校に合格し、専攻は
会計助手だった。二年後、卒業し仕事を探した。
彼女はできるだけ他の土地に行き、出張した。
休暇願を出し、それから家に帰って休むと言っ
て、いっそのこと病欠を届け出、本当は単身で
この広大で果てしない土地をほっつき歩いた。
彼女は詩を書き始め、漫遊を始めた。北は朝鮮
との国境近く、南はベトナムとの国境近くまで。
一途に詩を書き、小説を書き、原稿料を稼いで、

生活を維持した。
　1989年初め、何年も家を離れていた虹影が実
家に戻ると、父逝去の知らせを聞いた。同年2月、
虹影は本格的に詩を勉強するため、北京の魯迅
文学院にいた。そして自由を夢見て天安門に通
い、学生デモに参加、1989年6月4日日曜日の天
安門事件を体験する。
　小説『裏切りの夏』（原題『背叛之夏』）の主
人公林影（リンイン）は作者の等身大だ。「林
影が走る。天安門をあとにして。血に染まった
広場は、どんどん遠ざかっていく。燃えさかる
街の中を、林影は逃げ惑う。銃の放つ灰色の煙
が、霧のように林影を包みこみ、肌をちくちく
と刺す。顔がひきつる。手がなすすべもなく震
える。ときおり胃が痙攣し、壊れた時計の振り
子のように体がよろめく。立ち止まってしまい
たい。横になりたい。胃の中のものをすべて吐
き出してしまいたい。けれども足が、止まろう
としない。むしろ、駆り立てられたように走り
つづける。遠くへ。さらに遠くへ。」（浅見淳子
訳）実体験をした作者にしか書けない描写だ。
　本書は、作者がのちに夫となるイギリス帰り
の趙毅衡と知り合い、1991年イギリスへの留学
ビザを手に入れ、ロンドンに渡ってから書き上
げ、翌1992年“老虹”という偽名で、台湾で出版
された。（その時の原題『裸舞代』台湾文化新
知出版社）中国本土では当然発禁となった。天
安門事件から八年後、あの事件を風化させては
ならないという思いが、作者を突き動かし、本
書の西側での出版を決意させた。1997年夏、本
書は日本を含め11 ヶ国で一斉刊行となった。イ
ギリスの国籍を取得した彼女は、2000年9月21
日、一人で北京に戻り、虹影は北京に居を定
め、夫と離婚、『飢餓の娘』（関根謙訳、集英社
2004）や　『Ｋ』、『上海王』、『上海之死』、『上
海魔術師』の上海三部作等、旺盛な執筆活動を
続けている。

かげやま　たつや（非常勤講師・中国文学）

中国のほんの話（71）

虹影『裏切りの夏』
～ 天安門事件の渦中にいた女流作家が描く半自伝的小説 ～

蔭山達弥

中
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　2014年6月、ブラジルで開かれたサッカーの
ワールドカップにおいて、日本代表はコロンビ
ア代表と対戦し、1対4で破れ、1次リーグ敗退
が決定した。この試合で日本代表を幻滅させる
とりわけ美しいゴールを決めたのが、コロンビ
ア代表のエース、ハメス・ロドリゲス（以下ハ
メス）であった。コロンビアは準々決勝でブラ
ジルに敗れるまで快進撃を続け、ハメスはブラ
ジルワールドカップで6得点を挙げ、得点王に
輝いた。ワールドカップで大きな成功を収めた
ハメスは、2014年7月、所属していたフランス
リーグのASモナコからスペインの名門、レア
ル・マドリード（以下レアル）に移籍した。現在、
ハメスはレアルでエースナンバー「10」を背負
い、中心選手として活躍を続けている。本書は
若干24歳のハメスが、コロンビア代表とレアル
で確固たる地位を築くまでを追ったノンフィク
ションである。
　24歳にして自国代表と世界有数のクラブチー
ムの中心選手というと、今まで順風満帆なエ
リートコースを辿ってきたと思われるが、決し
てそうではない。ハメスはベネズエラとの国境
沿いにある町、ククタの中産階級の家庭に生ま
れ、父親は地元のプロサッカーチーム、ククタ・
デポルティーボの選手であった。サッカーに常
に親しめる環境にあったとはいえ、ほどなくし
て両親が離婚し、ハメスは父親と離れて生活す
ることになった。彼を育てる母親は、サッカー
で頭角を現し始めた我が子のためもあって、す
ぐに再婚した。ハメスの母親と継父は、サッカー
の練習や遠征などで莫大な費用がかかる息子に
できる限りのことをした。特に母親が仕事の合
間を縫って、バザーやエンパナーダス（ミート
パイ）の販売などを頻繁に行い、お金を集めた
のは並大抵の苦労ではなかったであろう。
　ハメスはコロンビアの複数のチームに在籍し
た後、南米の一流のサッカー選手が一般的に通
るとされるルートを辿った。それはアルゼンチ
ンやブラジルの有力チームを経て、ヨーロッパ
の一流のチームと契約するというものである。

ハメスは17歳のとき、アルゼンチンのCAバン
フィエルドに移籍した。当初、慣れない異国で
の生活に苦労したハメスであったが、エンジニ
アであった継父が転職し、母親と妹とともに一
家でアルゼンチンに移住したことで、よりサッ
カーに集中できるようになった。そうしてチー
ムの中心選手に成長したハメスの活躍もあっ
て、CAバンフィエルドは2009 ～ 2010年の前期
リーグでチーム初めての優勝を果たした。
　その後、2010年7月にヨーロッパへの扉が開
かれた。ポルトガルの強豪のFCポルトと契約
したのである。FCポルトではリーグ戦3連覇に
貢献した。2013 ～ 2014年シーズンにはさらな
るステップアップとして、フランスリーグで
優勝7回を誇るASモナコに移籍した。このと
き、ハメスは世界のサッカー界における若手選
手の中では特に注目される存在であったが、彼
への評価を揺るぎないものとしたのは、ブラジ
ルワールドカップでの活躍であった。そのワー
ルドカップの最優秀選手（MVP）は、アルゼ
ンチンの準優勝に貢献した現在世界最高のフォ
ワードとされるFCバルセロナのエースストラ
イカー、リオネル・メッシであった。しかし、
アルゼンチンを1986年のメキシコワールドカッ
プ優勝に導いた世界的スター、ディエゴ・マラ
ドーナは、「今大会のMVPは、ハメス・ロドリ
ゲスとするべきだった」と発言し、ハメスの活
躍を賞賛した。
　ハメスとメッシには共通点がある。両者とも
元々身体的に恵まれておらず、上背がなかった
ため、幼少期からホルモン療法が施されたこと
である。結果的に現在の屈強な体がつくられた。
いくら高い才能を持ったサッカー選手といって
も、こうした周囲の尽力や家族の援助なしには、
誰もが認める超一流の選手にはなれないのだと
いうことを、本書を通して痛感させられた。

　やすだ　けいし（龍谷大学経済学部専任講師・
スペイン現代史、イスパニア語学科2000年度卒業）

スペイン語圏を知る本（その 77）
ネルソン・フレディ・パディーリャ著、金関あさ、ゴンサロ・ロブレド訳

『ハメス・ロドリゲス　信じる』
（実業之日本社、2015 年）

評者　安田圭史
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運命と、巡りあわせのシェイクスピア
神羽　登

　それほど広くもない我が家の二つの本棚には、
もともと関心が高かったイタリア史、西洋中世史
の本、ライトノベルをきっかけに嵌っていったハヤ
カワ文庫や創元ミステリーなどの海外文学、そし
て仕事で必要となった「本の本」たちが、所狭し
と並んでいます。もう一つの本棚には妻が収集し
ているデザインの本、ウンベルト・エーコや演劇
に関する書籍があります。その棚の一段分を占め
る水色の布クロスに金字の装丁を見るとうっとりと
してしまいます。昭和9年に中央公論社から刊行
された坪内逍遥譯『新修シェークスピヤ全集』で
す。全20巻40冊で刊行されたこの全集は、古本
としてはそれほどの価値もなく、完本で売りに出
たとしても三千円もすれば良い方でしょうか。
　本を扱う仕事をしていますと新刊書店、古本屋
で出会った本だけでなく、研究者からの頂き物や、
図書館での思わぬ放出品が目の前に現れることも
多くあります。この全集もそのうちの一つで、あ
る大学図書館から放出されたものでした。美しい
天金でずらっと並べられていたこの全集に魅かれ
るものを感じ取りました。坪内らがシェイクスピア
を翻訳していた雑誌『歌舞伎』を弊社で複刻し
ていたこともあり、これも何かの縁かと思い我が
家に持ち帰りました。
　『シェイクスピアリアーナ』という雑誌もありま
す。かつて、玉泉八州男先生を中心として丸善株
式会社から出されていたもので、高宮利行先生、
高山宏先生といった現在では学術業界の重鎮で
いらっしゃる方々が寄稿されています。我が家の
本棚では先ほどの『新修シェークスピヤ全集』の
下の段に入っています。故郷での同窓会の帰り道、
ほろ酔いの私は、ひょいっと覗いてみた古本屋の
100円均一コーナーに全10号のうち創刊号と6号を
除いた8冊が並んでいるのを見つけました。シェイ
クスピア好きな妻への手土産にと、この雑誌を我
が家に連れて帰りました。久しぶりにパラパラと頁
をめくっていますと5号の論文に「坪内逍遥とシェー
クスピア」とあり、そういえばこの論文にビビっと

きて購入を思い立ったのだと思いだしました。
　それから年の瀬となり、書店の先輩から引き継
いだあるお客様からの古書探索依頼を見直そう
と海外古書店から送られてきた稀覯書のカタログ
を見ていた時のことです。ニコラス・ロウによる
全集の初版が、とある古書店のカタログに掲載さ
れていました。シェイクスピアの稀覯書といいます
とファースト・フォリオに代表されるフォリオ版を
思い浮かべる方が多いでしょうか。全集としてそ
の次に重要なものに、18世紀に出版された４つの
全集がありますが、なかでも最初に刊行され、以
降のシェイクスピア受容に影響を与えた書籍がこ
のロウ編の全集です。この本はお客様が長年探
されていた書籍で、10年近く古書市場に出てこな
かった本でした。この全集、以前に見つかった際
には完本ではなく、一部に二版が混ざっていたも
のだったということを先輩から聞いておりましたの
で、念のために海外から取り寄せて中身を詳細に
確認したところまちがいなく初版であった時には
ホッとしたものでした。数年前に亡くなった南米
のギリシャ悲劇研究者の蔵書であったこの書籍
は、今ではとある大学の図書館に収まっています。
　以上のシェイクスピアを巡る出来事は、2014年
のたった三カ月間に起きたことでした。それから
一年ほどがたち、今度は国内でも有数のシェイク
スピアコレクションをお持ちの京都外国語大学付
属図書館の営業担当となりました。そこにはシェイ
クスピアが繋いでくれた縁を感じざるを得ません。
　その2014年はシェイクスピア生誕450周年の年
でした。今年2016年は彼の没後400年にあたる
記念の年であり、現代化されたシェイクスピア演
劇公演等のイベントも多く開催されます。このよう
な年に皆様にもシェイクスピアと、そして彼の作品
との良い御縁がありますようにと願って、筆を擱
かせていただきます。

じんば　のぼる（株式会社 雄松堂書店）
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「フォーラム 学生と図書館」を開催しました

　本学図書館は昨年の11月1日（日）の午後2時
から、第2閲覧室において通算17回目となる学
園祭協賛行事「フォーラム学生と図書館」を開
催しました。

　今回のテーマは「書物と経
きょうじ

師」で、和本と呼
ばれる和紙を用いた本の製作から保存、修復
の伝統的な技法について、経師という特殊な資
格を有されている大

おおいり

入達
たつ

男
お

氏に講演していただ
き、その後本学の留学生と学部生の5名から質
問やコメントがありました。
　ご来場いただいた市民の方々や教職員、学生
の皆さんに感謝を申し上げます。（20～21頁に
関連記事）

稀覯書展示会「ちりめん本の先駆者　長谷川武次郎
に協力した外国人たち」を開催しました

　本学図書館は昨年の11月6日（金）から11月
13日（金）までの8日間に渡り、国際交流会館6
階にあるユニバーシティ・ギャラリーで稀覯書

展示会「ちりめん本の先駆者　長谷川武次郎に
協力した外国人たち」を開催しました。
　この展示会では,“Japanese Fairy Tale Series” 

（『日本昔噺シリーズ』の英語版）が展示され、
長谷川武次郎に協力した6人の翻訳者が紹介さ
れました。翻訳者の多くは宣教師や大学で英語
教員を務めた人たちで日本文化に精通していま
したが、中でも日本語やアイヌ語の研究者とし
て有名な言語学者バジル・ホール・チェンバレ
ンやヘボン式ローマ字を考案したジェームズ・
ヘボン、そして日本研究の著作の多いラフカ
ディオ・ハーンは記憶に留められるべき人たち
です。この英語版のちりめん本の他に、ドイツ
語版、フランス語版、スペイン語版、ポルトガ
ル語版のちりめん本も併せて展示されました。

　ちりめん本は単なる外国人向けのお土産では
なく、お伽噺を通して日本人の精神性や日本文
化研究の手掛かりを与え、浮世絵の伝統を受け
継いだ絵師による絵画や和紙を使った和綴じの
本の製本技術の素晴らしさを世界に紹介するも
のとなりました。学内関係者ばかりでなく、多
くの市民の方々に来場していただいたこと、ま

明けましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

2016（平成28）年元旦
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た留学生の中には説明文の日本語を書き写す熱
意を持った方々がおられたことに対して文化の
架け橋の喜びを感じ、心から感謝申し上げる次
第です。

「第17回図書館総合展 学術情報オープン
サミット2015」ポスターセッションに参加

　本学図書館は昨
年の11月10日（火）
から12日（木）にか
けて、神奈川県の
パシフィコ横浜で
行われた「第17回
図書館総合展・学
術情報オープンサ
ミット2015」のポ
スターセッション
に「ちりめん本の
先駆者　長谷川武
次郎に協力した外国人たち」と題したポスター
を作成して出展しました。
　このポスターセッションは図書館・美術館・
博物館・文書館を取り巻く研究成果や活動を自
由に展示・発表する場になっています。

「京都外大 My Library」の登録を

　本学図書館は、インターネットを利用した
サービス「京都外大 My Library」を供用して
おります。本学の学生（大学院・学部・短大）
の方なら、どなたでも利用できます。ご自宅な
どのパソコンからMy Library にアクセスする
と、貸出中の本の予約登録ができ、現在借りて
いる本と一年間に借りた本のリストや返却期限

日などが確認できます。また、ご希望に応じ「My
ブックシェルフ」、「My URLs」もご利用いただけ、
自分だけの情報源として使うことが出来ます。
　利用を希望される方は学生証を持参のうえ、
図書館カウンターまでお越しください。なお、
My Library についての詳細は図書館ホーム
ページをご覧ください。

「生き方探究・チャレンジ体験」の中学生
を受け入れました

　本学図書館は昨年11月4日（水）から6日（金）
にかけて、京都市教育委員会が推進している「生
き方探究・チャレンジ体験」に協力し、中学生
の職業・職場体験の場所として太秦中学校から
6名を受け入れました。

　中学生の皆さんは、図書館の発注・受入業務
や閲覧業務などの仕事を体験し、丁度時期が重
なったこともあって稀覯書展示会で展示するち
りめん本の準備を手伝い、「ちりめん本の先駆
者　長谷川武次郎に協力した外国人たち」の展
示会初日には会場で受付の仕事を手伝うなど、
短期間ながら盛り沢山のスケジュールをこなし
ました。

　カウンターで貸出・返却の手続きのときや展
示会会場の受付の場で、中学生に優しく接して
いただきました学生の皆さんにお礼を申し上げ
ます。（22～23頁に関連記事）
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●安藤紳次氏より
舟越康壽著

　『東南アジヤ文化圈史』 

（三省堂）　他5冊

●藤枝弘道氏より
岩根和郎著

　『般若心経 : 暗号は解読された』

　（献文舎）

●大橋正宏氏より
アントワーヌ・ドゥ・サンテグジュペリ [原著]

大橋正宏訳

　『かわいい仲間：作者がえがくゆかしい物語絵

　　がいざなう：フランス語から日本語へ』

　　　　　（風媒社）

●橋本圭隆氏より
エドワード・マークス著　羽田美也子[ほか]訳

　『レオニー・ギルモア：イサム・ノグチの

　　母の生涯』

　　　　（彩流社）　他2冊

●武本明子氏より
Ryotaro Shiba 　Translated by Akiko Takemoto

　Kukai the universal 
　　　　（美巧社）

●小島隆夫氏より
小島隆夫著

　『禅と茶』

　　　　（創樹社美術出版）

●本学ドイツ語学科卒業生
三村ヨシ子氏より

Jahr und Tag：ein Spruch- und Bilder-
Kalender auf jedes Jahr, nebst Haus- 
und Schulregeln für die Jugend : mit 
colorirten Bildern

（Holp Shuppan）　他21冊

●相川真佐夫先生より
大谷泰照, 相川真佐夫 [ほか] 編著

　『世界の外国語教育政策・日本の外国語教育
　　の再構築にむけて』

　（東信堂）

●牛島万嘱託研究員より
大泉光一, 牛島万編著

　『アメリカのヒスパニック=ラティーノ社  

　　会を知るための55章』 

（明石書店）　他4冊

――本学教員の最新著作物――

坂東省次教授

　坂東省次, 山崎信三, 片倉充造編著　

　『ドン・キホーテの世界：ルネサンス

　　から現代まで』

　（論創社, 2015.7）

竹内誠教授

　周振鶴, 游汝傑著　
　岩本真理, 竹内誠[ほか]訳

　『方言と中国文化　第2版』

（光生館, 2015.10）

小倉博史教授
モーリス・ジャケ教授
舟杉真一教授

　小倉博史, モーリス・ジャケ, 
　舟杉真一編著

　『仏検対策3級問題集』

（白水社, 2015.10）
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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
利用者アンケート結果報告
―平成 27（2015）年度実施―

実 施 期 間：平成27（2015）年11月10日（火）～平成27（2015）年11月30日（月）
調 査 対 象：入館者（学生、教職員、一般利用者）
配 布 方 法：図書館本館入口、第5閲覧室及び分館カウンターでの手渡し
配　布　数：623
有効回答数：473
回　収　率：75.9％

＜アンケート結果＞　 
１．あなたの所属は次のいずれに該当しますか？                          （人）

２．（１）から（３）に該当された方は年次生をお答えください。
　　<外国語学部>　　　　　　　　　　　　  　　    （人）

　　<短期大学>　　　　　（人）         <大学院>                                                              （人）

３．どれくらい図書館を利用していますか                     　　　　　　   （人）

４．よく利用される時間帯はいつですか　　　　  　　　　  （人）

５．図書館を利用する主な目的はなんですか（複数回答可）　　　      （人）

（１）外国語学部　 420 （５）教員 5
（２）短期大学 18 （６）職員 3
（３）大学院 14 （７）一般・卒業生利用 7
（４）留学生別科 2 （８）その他 4

（１）毎日 18 （４）月１～２日 101
（２）週３～４日 93 （５）試験期間のみ 26
（３）週１～２日 203 （６）ほとんど利用しない 29

（１）図書・雑誌などの図書館資料を利用するため 297
（２）オンラインデータベース等を使用するため 9
（３）パソコンの利用（メールやワープロ、WWW）のため 17
（４）持ち込み資料による学習・研究のため 259
（５）その他 39

1 年次生 2年次生 3年次生 4年次生
104 81 91 102

1 年次生 2年次生
9 6

前期課程 1年次生 前期課程 2年次生 後期課程 1年次生
2 7 1

（１）開館～ 12:00 （２）12:00 ～ 17:00 （３）17:00 ～閉館
38 337 109
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６．図書館内でよく利用される場所はどこですか（複数回答可）　 （人）

７．あなたは主にどんな言語の資料を使いますか     （人）

８．あなたはどのような手段で図書館資料を検索していますか（複数回答可）　   （人）

９．あなたは、OPACの検索結果に満足していますか　    　 （人）

１０．図書館では次のようなサービスを提供しています。これらのサービスを知っていますか。
　　知っている場合には利用したことがありますか。下記の項目の番号をご記入ください。

（複数回答可）
　　知っている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　            （人）

　　利用したことがある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　 　（人）

（１）第１閲覧室 238 
（２）第 2閲覧室 240 
（３）第 3閲覧室（教員・大学院閲覧室） 6 
（４）第4閲覧室 13 
（５）第 5閲覧室（多読用図書閲覧室） 91 
（６）書庫 30 
（７）検索コーナー 24 
（８）アジア関係図書館（分館） 33
（９）その他 5 

（１）日本語 （２）英語 （３）その他
345 148 44 

（１）本学図書館のOPAC（蔵書検索）を使って探す 318
（２）書架へ直接見に行く 170
（３）CiNii Books、CiNii Articles（国立情報学研究所データベース）
　　 などを使って探す 34

（４）その他 7

（１）満足している 283
（２）欲しいものが見つからないことが多い 103
（３）その他 28

（１）紹介状 （２）文献複写 （３）相互貸借 （４）レファレンス（５）購入希望
86 87 93 102 98

（６）予約 （７）貸出PC （８）第 5閲覧室 （９）ガイダンス （10）グループ室
173 126 205 98 85

（１）紹介状 （２）文献複写 （３）相互貸借 （４）レファレンス（５）購入希望
26 29 20 38 14

（６）予約 （７）貸出PC （８）第 5閲覧室 （９）ガイダンス （10）グループ室
32 56 128 42 36
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１１．図書館ホームページを利用したことがありますか（複数回答可）　（人）

１２．利用されている方に質問します。よくご利用になるコンテンツをお答えください
　　（複数回答可）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　    （人） 

１３．図書館で提供している電子ジャーナル、外部データベースで利用しているものをお答えください。
　　（複数回答可）　　　                                                                                   （人）

 

１４．図書館の施設・設備についてどう思いますか
　                                                 （人）

（１）図書館内で利用している 210 
（２）学内（図書館外）で利用している 102 
（３）自宅から利用している 97 
（４）それ以外の場所から利用している 9 
（５）利用したことがない 148 

（１）OPAC（蔵書検索） 246 （６）電子ジャーナル 5 
（２）最新情報 21 （７）外部データベース 17 
（３）開館予定表 67 （８）貴重書アーカイブ 1
（４）本学作成データベース 11 （９）その他 10 
（５）My Library 5 

（１）日外 Web Service Magazineplus 14 （９）朝日新聞　聞蔵Ⅱ 16
（２）EBSCO Masterfile Plemier 4 （10）ヨミダス歴史館　 7
（３）EBSCO Fuente Academica　 2 （11）JapanKnowledge+　 2
（４）CNKI 中国語言文学　 6 （12）Kenkyusha Online Dictionary 1
（５）NetLibrary （EBSCO e-book） 4 （13）ebrary 1
（６）Cengage Opposing Viewpoints　 2 （14）LexisNexis Academics　 2
（７）Cengage Global Issues　 1 （15）どれも使ったことがない 253
（８）Encyclopedia Britannica Online 3

（１）満足している 165
（２）だいたい満足している 248
（３）あまり満足していない 29

あまり満足していない
　 6.6%

満足している
 37.3%

だいたい満足している
　 56.1%

<アンケート総括>
　入館者対象に臨時職員による手渡しで用紙を配布したこともあり、高い回収率を得られ
た。昨年の反省材料であった裏面の質問への回答の低さも改善がみられ、昨年より配布数
は減少したものの、回答の充実度は増したと言える。　
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１５．施設・設備について改善すべきと考えることを具体的にご記入ください
　    <回答内容>

空調について １７件
　　<意　　見>・夏暑いときがあり、冬に寒いときがある。
自習スペースについて ３件
　　<意　　見>・もう少し自習スペースが欲しいです。
WiFi設備について ４件
　　<意　　見>・Free WiFiを導入してほしい。
お手洗いについて ９件
　　<意　　見>・トイレをきれいにしてください。
施設・建物全般について １２件
　　<意　　見>・パソコンを使えるスペースを増やしてほしい。
机・座席について ８件
　　<意　　見>・隣の席と区切りのある机がいい。机の高さが低い。
館内表示・案内について ７件
　　<意　　見>・どこに本があるのかわかりづらい。
図書・資料について ２４件
　　<意　　見>・最新の本を増やしてほしいです。あと洋雑誌が少ないと思います。
開館時間について ５件
　　<意　　見>・テスト期間だけでも24時間、夜間も利用可能にしてほしい。
書庫について １０件
　　<意　　見>・書庫を常時開放してほしい。
照明について １件
　　<意　　見>・第一閲覧室が暗い。
電源コンセントについて ５件
　　<意　　見>・もっとコンセントをさせる場所（パソコン利用など）を増やして欲しい。
利用環境・マナーについて １７件
　　<意　　見>・たまにうるさい人がいるので（テスト期間等）注意喚起の徹底。
各利用制度・システムについて １７件
　　<意　　見>・返却期限前（数日前）に返却期限が近づいていることをメール等で知らせるサー
　　　　　　　　ビスがあれば嬉しい。
特になし・満足 ２８件
　　<意　　見>・特にありません。快適に過ごすことができています。
　※多くのご意見から抜粋して掲載しています。

１６．図書館が行っている下記の活動についてご存じですか（複数回答可）  （人）

（１）図書館報 GAIDAI BIBLIOTHECAの発行 102
（２）貴重書展示会 87
（３）外大祭協賛行事フォーラム 37
（４）どれも知らない 230

　質問9、14が示す通り、蔵書検索、施設ともにある程度の満足は得られているようである。
ただ、施設関連では今年度も様々な要望が見受けられたが、特に空調・お手洗いへの要望
が目立つ。また、昨年度から内容を変更した質問13であったが、決して高い数値が得られ
ず、外部データベースについての利用者の認識、利用が高くないことを示すことになった。
それに加えて昨年同様質問10や質問16から窺える図書館の制度や活動への認知度が高くな
い点は、今後の広報活動の大きな課題と言える。
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あなたは、どのような本を借りましたか
　本学図書館が作ってきた「特別コーナー」からの貸出冊数が大きな伸びを示し、総貸出冊数の
約74.2パーセントを占めています。

本年度の現在（11月末日）までの貸出冊数は、昨年度を上回っています
　本学図書館が今年度の4月1日から利用者に貸し出した図書の冊数は、11月30日現在で83,015冊と
なっています。これは、昨年度の同じ期間の冊数を11,940冊上回る数値です。   

図書館の利用状況

学ぶ人のために （第 2閲覧室）
「京都関係」図書 （第 2閲覧室、カウンター前）
Easy Reading Books （第 2閲覧室）
Books for Extensive Reading （第 5閲覧室）
English Paperback （カウンター前）
後援会寄贈図書就職関係・資格関係問題集 （第 2閲覧室）
就職関連図書 （第 2閲覧室）
るるぶ （第 2閲覧室）
いろいろな検定の問題集 （第 2閲覧室）
マナー関連図書 （第 2閲覧室）
ベストセラーになった書物 （第 1閲覧室）
外国文学の翻訳図書 （第 1閲覧室）
学生の皆さんに人気のある文学作品－日本の現代作家－（第 1閲覧室）
教員著作 （第 1閲覧室ほか）
エリア・スタディーズ （レファレンス）
本の虫（レファレンス）
新しく何かを始める人のために （レファレンス）
世界が見えるビジュアルコーナー （ビジュアル資料閲覧室）
世界の児童文学 （ビジュアル資料閲覧室）
岩波ブックレット（ビジュアル資料閲覧室）
アートシリーズ （ビジュアル資料閲覧室）
知の再発見双書 （ビジュアル資料閲覧室）
ふくろうの本（ビジュアル資料閲覧室）
特別コーナー以外の一般図書
月別貸出総数

8 
81 
30 

13,494 
8 

891 
293 
135 
18 
9 

357 
26 
119 
110 
24 
52 
10 
25 
15 
16 
3 
8 
34 

4,525 
20,291  

3 
17 
11 

3,081 
1 

252 
52 
42 
6 
0 
96 
8 
28 
18 
5 
11 
4 
6 
1 
2 
0 
0 
5 

1,232 
4,881 

7 
53 
13 

8,234 
4 

597 
98 
89 
12 
7 

227 
14 
53 
46 
11 
18 
0 
40 
14 
11 
0 
4 
17 

2,758 
12,327  

12 
38 
18 

5,873 
7 

427 
88 
59 
6 
3 

186 
12 
33 
49 
10 
18 
4 
27 
19 
12 
0 
5 
4 

2,989 
9,899 

22 
108 
42 

17,188 
12 

1,276 
238 
190 
24 
10 
509 
34 
114 
113 
26 
47 
8 
73 
34 
25 
0 
9 
26 

6,979 
27,107  

月　　間

コーナー名

7 月− 9 月
合計
（冊）

9 月

（冊）

10 月

（冊）

11 月

（冊）

9月− 11月
合計
（冊）

 （括弧内の数字は前年度のもの。My Library の利用者数は各月末の全利用者数です。）

入館者数 
館外貸出冊数  
My Library（Web予約等利用サービス）利用者数  
　　　　　　卒業生   
　　　　　　一般市民  
　　　　　　依頼
　　　　　　受付
　　　　　　依頼
　　　　　　受付

学外利用
登録者数

（人）
（冊）
（人）
（人）
（人）
（冊）
（冊）
（件）
（件）

9 月
9,351　
4,881　

84　
5　
5　
4　

12　
1　

13　

（9,553）
（4,533）

（135）
（4）
（5）
（4）

（22）
（32）
（23）

10 月
23,389
12,327

87
4
8
2

24
10
33　

（22,921）
（12,523）

（139）
（1）
（7）
（9）

（29）
（40）
（31）

11 月
18,388　
9,899　

87　
1　
6　
6　

20　
4　

30　　　

（16,943）
（9,371）

（145）
0　

（3）
（6）

（25）
（8）

（14）

9月−11月合計
51,128　
27,107　

87　
10　
19　
12　
56　
15　
76　　　　　　　　　

（49,417）
（26,427）

（145）
（5）

（15）
（19）
（76）
（80）
（68）

4月−11月合計
152,070　
83,015　

87　
31　
41　
36　

174　
118　
195　　　

（140,514）
（71,075）

（145）
（21）
（38）
（36）

（201）
（207）
（223）

ILL（図書館間相
互協力）貸借

ILL（図書館間相互
協力）文献複写
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フォーラム実行委員会報告

　学園祭協賛行事のひとつとして、学園祭期
間中の11月1日（日）に本学図書館の第2閲覧
室において「フォーラム　学生と図書館」を
開催しました。テーマは、「書物と経

きょうじ

師」です。
　今回は、本の製作から保存、修復の伝統的
な技法について、経師の仕事に携わっていて
株式会社大入の代表取締役をされている大

おおいり

入
達
たつ

男
お

氏が講演されました。そしてその後に講
演の内容についてベトナム、イギリス、中国
の留学生と学部生の5人がコメントしました。
会場には学生、教職員、一般の方々 55名が集
まりました。

　大入氏は、経師が今日までどのようにして
書物や文化財と関わってきたか、そして今後
どのように関わって行こうとしているのか、
また和本（日本の書物）の装幀の種類には具
体的にはどんなものがあるかなどを和本の装
幀のサンプルを見せながらわかりやすく話さ
れました。和本製作の需要が減ってきている
今日において、是非和本の存在を知って欲し
いという熱意のこもった講演でした。

　また大入氏が講演の中で「本のデータを取
り込んで保存しますが、取り込んだデータに
触れることは絶対にしません。」と述べられた
言葉は、著作権を守るという図書館の考え方
に相通ずるものがありました。

　最後に5名の学生が講演を聞いた感想を述べ
ました。どの学生も経師という仕事に興味を
持っている様子でした。「巻物の魅力とは何で
すか？」、「神社仏閣を回って御朱印集めをし
ています。今回の講演を聞いて御朱印帳に一
層興味を持ちました。本当に有り難うござい
ます。」など熱心な質問やコメントが次々に飛
び出しました。
　図書館に並んでいる資料は、どれも後世に
残していくべき大切な資料です。それらを大
事に保存していかなければならないという大
切な使命について、この講演を聞いて思いを
新たに致しました。
　また、この講演の後に留学生から「一人前
の経師になるにはどのくらいの期間がかかり
ますか？」という質問を受けて「一人前にな
るには、約10年かかります。そのため大事な
ことは人から教えられた事を教えられた通り
にすることです。」と答えられました。次世代
に大事な書物や文化財を修復、保存する技術
をきちんと引き継いで行くという真摯な姿を
目の当たりにして、感慨深いものがありまし
た。

さかえ　さきこ（司書・課長補佐・情報サービス課）

委員長　栄　咲子 
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　経師は、職人です。私は、株式会社大入とい
う会社で30数名の職人が働く会社の代表取締役
を務めております。まず経師の歴史について話
します。経師の歴史は古く、1300年前には経
師は、すでに存在していました。当時の経師の
仕事といえば写経をして写経した内容を校正し
て、写経された紙を継ぎ経巻に仕立てる事（装
潢）でした。室町時代に木版印刷が発達するよ
うになると装潢が主な仕事になりました。今で
は和本を仕立てる仕事は少なく、先達が作った
本を修復する仕事が主になっています。和本の
需要が少なくなってきているので、和本の事を
皆さんに知って欲しいという思いを持って本日
は参りました。和本において装幀の種類は約30
種類あります。言葉だけでは、製本の方法を理
解するのは大変難しいので、いろんな和本の装
幀のサンプルを作っている最中です。来年には
出来上がる予定です。
　それでは私達が日頃行っている本の修復、保
存、装幀、デジタルアーカイブについて話しま

　　

｢書物と経師｣｢書物と経師｣｢書物と経師｣
　11月1日（日）に学園祭協賛行事の一環として、「書物と経師｣をテーマとするフォーラ
ム学生と図書館を本学図書館第2閲覧室で開催しました。その時の講演と講演の後の学
生からのコメントをもとに図書館フォーラムを振り返ります。

学園祭協賛行事　フォーラム

す。傷んだ本を直して、持主に返しますが、修
復する前と同じような所に同じ様に置かれると
また本が傷むので、「そこに置かれるとまた傷
む可能性があるのでケース（帙など）に入れて
ください。」と助言することがあります。和本
が長く残っていて欲しいと切実に願っていま
す。帙や桐箱に入っている本は湿気もうまく吸
収しますので保存状態がいいです。私達は本の
保存のお手伝いをしているということをまず念
頭に置いて、修復という仕事に取り組んでいま
す。最近は、オリジナルそのものに触れるだけ
でなく、データとして取り込んで保存するなど
経師の技術は日々刻々と変化しています。
　本の装幀ですが、実に様々な装幀があります。
立箋、巻子本、折本、折手本、旋風葉、唐本な
どです。書物の最も古い形態は巻物ですが、巻
末を見るのに不便なことから考え出されたのが
和本の始まりともいえる折本です。和本を簡単
に説明すると、和紙を二枚に折って幾枚か重ね、
糸か糊で綴じたものです。和本の仕立ての種類
として大和綴や列帖装などがあります。
　次にデジタルアーカイブについてです。本の
データを取り込んで、データとして保存します
が、この時に取り込んだデータに触れることは
絶対にしません。取り込んだデータ全てをいか
にきっちり出していくかが重要です。
　最後に縮緬本の話をします。縮緬本は、和紙
にしわを作ったものです。縮緬本の工程として
はまず印刷をして、紙を縮緬化します。紙が元
の大きさより20%近く小さくなりますので、絵
が鮮明に見えてきます。持ったときの紙の柔ら
かさが受けて、海外にたくさん出ていきました。
　経師は、絶滅危惧種になってきましたが、私
達がその中で今の技術を使って、どのように
仕事をしていったらよいか、また今後どのよう
に経師を残していったらよいかを考えて日々頑
張っています。

＜講演　要旨＞

　｢書物と経
きょうじ

師｣

株式会社　大入　　　　　　
代表取締役 大

おおいり

入達
たつ

男
お

 氏
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グエン・ミリン さん
（留学生別科　出身国：ベトナム）

ルパ グロリア シャロン・スレシ さん
（交換留学生　出身国：イギリス）

リ・シンテツ さん
（交換留学生　出身国：中国）

ニン・イ さん
（交換留学生　出身国：中国）

工藤　真央 さん
（英米語学科４年次生）

  美術や文化財の修復をどこかで見たことがあるような記憶があ
りますが、このフォーラムを聞いて自分の国ベトナムでは、ど
のように本や文化財などの修復が行われているかをもっと詳し
く知りたいと思いました。

　私は、本を読むのが大好きですが、本の修復をする技術など
は全く知りませんでした。イギリスには、巻物や掛け軸があり
ませんので、大変興味を持ちました。

　本を修復する技術をこのフォーラムで聞いて素晴らしいと思
いました。私は本が好きですが、いろんな理由でボロボロになっ
ています。細かいところにも気を配って本を修復されていると
ころに感動しました。

　古い本の修復だけでなく、データとして取り込んでこれから
活用していくやり方に感心致しました。
　また御朱印集めをしているのですが、今日の講演を聞いて御
朱印帳に一層興味を持ちました。私達、留学生が外国語を習得
するにあたって、その裏にある文化を学ぶことが大事なので、
このフォーラムはとても勉強になりました。

　経師という職業は、私達日本人にとりましても馴染みのない
職業ですので、本日の講演は本当に興味深い内容のお話しであ
りました。講演を通して、私は改めて日本技術の高さに大変驚き、
感心をしました。また経師という職業が伝統を守りつつも、時
代に合わせて保存や修復という仕事に試行錯誤されていること
がよくわかりました。これからは職人の方々の努力と伝統的な
技術を頭に入れながら、日本の文化財をひとつの作品として見
て楽しむことができると思います。
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「生き方探究・チャレンジ体験」に参加して「生き方探究・チャレンジ体験」に参加して「生き方探究・チャレンジ体験」に参加して
　本学図書館では、平成 27 年 11 月 4 日 ( 水 ) から
6 日 ( 金 ) にかけて中学生が社会体験活動に取り組
む「生き方探究・チャレンジ体験」に協力し、中
学生 6 名を受け入れました。中学生の体験記が以
下に掲載されています。（12 頁の関連記事もご覧
ください。）

「チャレンジ体験を終えて」
　今回、京都外国語大学付属図書館で働かせていただ
きとても良い経験になりました。図書館での仕事は、
決して表に見えていることだけではないということが
分かりました。この仕事は協力で成り立っているもの
だと知ることができました。　
　1 日目は職員の方に図書館の案内をしていただきま
した。その中で最も印象に残ったのが、外国語で書か
れた書物がたくさんあったことです。私は世界の様々
な文化・言語に興味があるので書物を見たとき、とて
も興奮しました。
　2 日目はちりめん本の準備を手伝わさせていただき
ました。そして、貴重書であるちりめん本を触らせて
いただき、明治の文化にふれることができました。本
の文章を読んでみると、私たちでも理解できるような
英語で書かれているものもありました。元々、歴史を
学ぶことは好きなのですが、この展示会の準備で更に
好きになりました。
　この 3 日間、貴重な体験をさせていただき本当にあ
りがとうございました。今回学んだことを今後の生活
にも活かしたいです。

(K. I.)

「チャレンジ体験を終えての感想」
　3 日間という短い期間でしたが、内容の詰まった体
験を京都外国語大学付属図書館でさせていただきあり
がとうございました。
　1 日目は、図書館の中を案内していただくことから
始まりました。とても広く、いままでに見たことのな

いくらいの本の数で 60 万冊もあると知った時はすご
く驚きました。様々な言語の本があってさすが外国語
大学だなと思いました。その後は、蔵書印押しや重複
の確認などをやらせていただきました。まったくわか
らなかった私に職員の方々はとてもやさしく丁寧に教
えて下さったのでうれしかったです。本のページをう
まく広げて真ん中にハンコを押したり、1 ケタも間違
えずに数字をパソコンに入力していくのは難しかった
けれど慣れていくと楽しく、良い経験になりました。
　2 日目は、本の貸し出しや返却の作業、展示会の準
備を体験させていただきました。今までは借りたり、
返したりする側だったけれど逆の立場の大変さや仕事
の多さが知れて良かったです。そして、展示会の準備
では今ではめずらしく貴重なお話を、くわしく聞かせ
ていただくことができて感動しました。
　最終日は、図書館で本の貸し出しや返却の他に、本
を探したり元の場所に戻したりといった作業をしまし
た。ラベルの数字やアルファベットを見て正確に場所
に戻したり、探したりする作業は今後に生かしていこ
うと思います。そして展示会では、沢山の人が見に来
て下さったのでとてもうれしかったです。待ち時間に
自分達も見ることが出来たので良かったです。3 日間
本当にお世話になりありがとうございました。

(H. I.)

「チャレンジ体験を終えて」
　今回、3 日間京都外国語大学の図書館で働かせても
らいました。1 日目は図書館概要説明と見学、発注・
受入業務をして発注した本が図書館に置かれるまでに
本にハンコを押してそして初めてここの図書館に置か
れるのを初めて知りました。そして 2 日目は閲覧業務、
外大で行われる展示会の準備をしてちりめん本という
和紙を縮めて作られそれを外国語にした本にふれまし
た。なかなかない体験だったのでとても良かったです。
閲覧業務ではカウンターで本の貸出をして不安だった
けどやってみると楽しかったのでこれも良い体験がで
きたんじゃないかと思います。最終日の 3 日目は稀覯
書展示会で受付をやって品格の大事さを学びました。
大学生の方々の手本を真似てやってやっぱり大学生に
もなるとすごいなと感じさせられました。
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　こうして 3 日間、自分が思っていたこととはまった
く違うとても貴重な体験をさせていただき本当にあり
がとうございました。ここで学んだことは今後の中学
校生活、大人になっても絶対に役立つことなので決し
て忘れずどんどん学んだことをいかしていこうと思い
ます。3 日間本当にありがとうございました。

(J. M.)

「チャレンジ体験の感想」
　私は京都外国語大学の図書館でたくさん学ばせてい
ただきました。図書館の仕事の裏側が知れました。決し
て簡単ではなく大変なことがわかりました。大変だけど
楽しくやるということもわかりました。裏側ではこんな
ことをしているんだと知り、それぞれ違う作業をして
仕事ができているんだなと思いました。図書館で本を探
したりもとの位置に戻したりすることができるように
なったので学校などの図書室で生かしたいです。
　本に蔵書印をおしたり、本をもとに戻したりと難し
い作業でしたがやっていくうちに慣れてとても楽し
かったです。最終日の展示会ではちりめん本を初めて
見てとてもおもしろかったです。ちりめん本はすごく
古い物でそれを見れて本当に良い経験になりました。
　私はあまり本は好きではなかったのですが、今回の
体験ですごく興味を持ちました。チャレンジ体験を通
して仕事に対する思いが良くなり、仕事とはとても大
変だけどこんなに楽しいものなんだと知れて本当に良
い経験になり、本当に良かったです。3 日間というと
ても短い間でしたがお世話になり本当にありがとうご
ざいました。

(H. N.)

「チャレンジ体験から学んだこと」
　私はこのチャレンジ体験で京都外国語大学に来れて
本当に良かったと思います。私は小さいころから本が
大好きでした。なのでこのチャレンジ体験も本に関わ
れる所に行きたいと思い、京都外国語大学に来ました。
普通の図書館で私は貸し出しの仕事のことしか知りま
せんでした。ですが図書館の内部の仕事の大変さ、大
切さなどを知り、改めて仕事の難しさを知ることがで
きました。
　また大人の世界の厳しさというのも分かりました。
中学生なら、まだ子どもだからといって許されること

も大人にとっては仕事ができない、礼儀が悪い、など
と思われてしまうのだと知ることができました。2 日
目では 3 日目に行う展示会の準備をしました。そこで
ちりめん本という貴重書のことを初めて知り、さわら
せていただく、という本当に素晴らしい経験をさせて
いただきました。普通では見れないような本を見せて
いただき、良かったです。　
　私はこのチャレンジ体験でたくさんのことを知るこ
とができました。そして事務室の方はみんな優しかっ
たので 3 日間はあっという間でした。でも楽しむこと
ができた反面たくさん迷惑をかけてしまいました。こ
れを将来、生かせるようにしたいと思います。
　最後にこんな貴重な体験をさせてくださった京都外
国語大学のみなさん、3 日間本当に有難うございました。

(K. O.)

「3 日間のチャレンジ体験を終えて」
　京都外国語大学の方々のみなさん、3 日間ありがと
うございました。　
　僕はこのチャレンジ体験で学べたことが 2 つありま
す。1 つ目は、仕事の大変さです。この体験の中で自
分は、蔵書や発注・受入業務・重複しているかどうか
や本の貸し出しなどをして大変だったからです。2 つ
目は、仕事の楽しさです。たくさんの仕事をして苦労
したけど終わった後の達成感や楽しさが良かったから
です。　
　チャレンジ体験で自分が成長したことが 2 つありま
す。1 つ目は自分で行ったことはしっかりと自分で責
任をとることです。色々なことを学ばせてもらったけ
ど時には事務室の方々に手伝ってもらったりしたから
です。2 つ目は、何事にも挑戦することです。発注・
受入の仕事の時に「○○したい人」と言われたときに
自分から進んでできたからです。　
　京都外国語大学には、約 60 万冊以上の本があり、
市民の人からもよく使われるという話を聞いてすごい
なと思いました。展示会では初めて見た桃太郎を外国
語で訳したものを見ておどろきました。
　京都外国語大学付属図書館の方々には、お世話に
なって成長できたことや初めて知ったことがたくさん
あって良いチャレンジ体験になったかなと思います。
このチャレンジ体験でした事を生かして今後の中学校
生活で頑張っていきたいです。

(S. S.)
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私が選ぶ主題別書誌データベース❻

石橋光瑠

“Harry Potter’s World”

　本学図書館のホームページには「本学図書館

が作成したすべての主題別書誌データベース」

というものがあります。皆さんの学習に役に立

つ項目や、皆さんの興味・関心を引くための様々

な項目があります。今回はその中の世界文学関

連から「データベース　Harry Potter’s World」

について紹介したいと思います。

　このカテゴリーには『ハリー・ポッター』シ

リーズに関する蔵書が掲載されています。そも

そも『ハリー・ポッター』シリーズはイギリス

の作家J・K・ローリングによるファンタジー

小説です。魔法使いの少年ハリー・ポッターが

主人公で、ハリーの学園生活や、ハリーの両親

を殺害したヴォルデモートとの戦いを描いた物

語です。世界的ベストセラーで、公開された映

画も大きなヒットを記録しました。シリーズは

全7巻あり、1巻で1年が経過していきます。最

近では、2014年7月に、ユニバーサル・スタジオ・

ジャパンで映画のセットを再現したテーマパーク

が開園しました。そして、今年は作家の J・K・

ローリングの生誕50周年に当たるので、それを

記念して本学図書館ではデータベースを作成し

ました。

　『ハリー・ポッター』シリーズは2008年時点で、

67の言語に翻訳され、ラテン語や古代ギリシア

語など日常では使われない言語にまで翻訳され

ています。本学の図書館では、14 ヶ国語の作

品を所蔵しています。日本語と英語はもちろん、

外国語を専門とする大学なだけに、各外国語学

科の言語だけでなく、ロシア語・スウェーデン

語・ポーランド語・韓国語も所蔵しています。

　私は、『ハリー・ポッター』シリーズは映画

では全シリーズ観たことはありますが、小説に

関しては、第3巻の『ハリー・ポッターとアズ

カバンの囚人』までしか読んだことがありませ

ん。それで、私もこれをきっかけに全巻読んで

みようかと考えています。小説も間違いなく、

映画同様の迫力を味わえるに違いないはずで

す。

　最後に、『ハリー・ポッター』シリーズは図

書館本館の入口にあるゲートを通ってすぐの受

付の奥に期間限定でコーナーを設けています。

映画は観たけれども小説は読んだことがない方

や、一度読んだことがある方にもぜひお勧めし

ます。他の言語と日本語を読み比べながら学習

するのもよいかと思います。さらに、来年には

スピンオフストーリーが映画化もされるので、

これを機に今までのものを総ざらいしてみると

いいかもしれません。

いしばし　ひかる（スペイン語学科1年次生）
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わたしの好きな昔話（ 27 ）

（ちりめん本）

隅　円花

　「物を大切にしないともったいないオバケが
出る」等と注意されている子供を目にすると、
私も幼い頃母や祖母に同じように叱られたこと
を懐かしく思います。今回紹介する昔話『ちん
ちん小袴』というお話のあらすじは、次のよう
なものです。
　《怠け者の娘が嫁に行き、戦で留守がちの夫
がいない或る夜に物音で目覚めると、裃

かみしも

を着て
髷
まげ

を結い、刀を差した何百人という小人が「ち
んちん小袴、夜も更け候。お静まれ姫君、やあ
とんとん。」と彼女を小馬鹿にしながら歌い踊っ
ていた。それから連夜小人たちは現れ、妻は病
気になった。戻った夫が話を聞いて夜中に見張
り、畳から現れた小人に斬りかかると、小人た
ちは爪

つまようじ

楊枝に変身し畳の上に散らばった。妻は
怠け癖から使った爪楊枝を捨てず、畳の縁に差
し込んでいたのである。夫が妻を叱り、爪楊枝
を家人に焼かせると、その後、小人が現れるこ
とはなかった。》

（京都外国語大学付属図書館ホームページより）

　この昔話は、畳の小さな妖精が物を大切にし
ない嫁を懲らしめる様子をコミカルに描いてい

ます。
　日本人の多くは無宗教と言われますが、子供
に物を大切にするように叱る母親やこの昔話の
ように、もの全てには神が宿っている八百万の
神という考え方は昔も今も変わらずにあるのだ
と思います。日本では針供養や筆供養、人形供
養など物に対する敬意を示す行事が多く存在し
ていたり、物や食べ物に「お」や「さん」をつ
ける日本人独特の習慣があります。私自身普段
宗教を意識しているつもりはありませんでした
が、よくよく考えてみると無意識的に物に宿る
神様という考え方の影響を受けて生活している
ことに気がつきました。
　昔話はただお話として楽しむだけでは無く日
本独自の考え方や信仰を伝える大きな役割も
担っているのではないかと思います。無意識の
うちに生活している中でも昔話によって伝えら
れた日本の文化があるのかもしれません。いろ
いろな昔話と現代の暮らしを比べてみるのもま
た面白いのではないでしょうか。

すみ　まどか（国際教養学科3年次生）

〜物に宿る神様〜
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濵田哲彰

　私が図書館での仕事を始めて半年が経ちまし

た。漠然とした本にまつわる仕事への羨望から

応募しましたが、今では行動に移して良かった

と感じます。

　現在私は９号館にあるアジア関係図書館（分

館）にて勤務しています。主に中国関連の書籍

を中心に、ニッポナリアと呼ばれる日本文化に

関する洋書などが所蔵されている場所です。そ

の中で、朝、新聞を綴じることから始まり、受

付、図書の整理、書誌データの整合などが私の

分館での勤務内容になります。

　この仕事の中で、本に接する回数というのは

途轍もないものです。加えて、外国語大学とい

う場所故に、日常的に書店で見る図書とは違っ

てきます。英語をはじめ中国語、スペイン語、

フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリ

ア語、ロシア語など多岐にわたる上、出版年も

前世紀の前半のものなど歴史のあるものが多い

のです。

　私は短期大学で学んでいますが、これらの図

書に触れる時間が大いにその学習に寄与してい

ることを実感します。見慣れない英単語の羅列

は、自分にさらなる刺激を与えてくれますし、

多言語の本を眺めている内に言語間の関連性

を見出していくこともあります。また、最初

はいたずらに眺めていたキリル文字もこの半

年で少しばかり理解できるようになってきま

した。こうした多くの図書とのつながりが与

えてくれるものが、価値を為して累積されて

います。

　つい先日、作業中の本の中に占領時代の米軍

所有のものがありました。アジアの未来と題

された書物の中に、米兵が手に取ったと思われ

るペンの跡を見つけました。その方がどういっ

た思いでそのページを捲
めく

ったか私には知る術

もありませんが、そういった本自体に宿る歴

史に触れ、感じ取ることができるのもこの仕

事の魅力です。

　これら図書館での経験が現在の私の仕事、勉

学に意味を与えてくれます。これまでに様々

な仕事を経験してきて、これほどに労働とい

う枠を超えることは滅多となかったですから。

こうした学びのある環境で、私もより精進し

てゆきたいと思っております。

はまだ　てつあき（キャリア英語科1年次生）
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岩井翔希

私のお勧めの料理 (2)

小籠包は故郷の味－上海小籠包－

　私は上海(1)出身です。経済を中心に発展して
きた上海 には、中国全国各地からたくさんの
人材が集まってきていると同時に、色々な種
類の料理も皆の口に合うように改良されなが
ら上海で広まってきています。その中で私が
一番好きなのは、やはり子供の頃から朝ごは
んによく食べた小籠包です。小籠包は、日本の
辞書では見出し語がシャオロンパオで、《中国
料理の点心。スープの入った小型饅頭。》　(2)と
説明され、ショウロンポウともいうように記さ
れています。日本では“シャオロンパオ”と
“ショウロンポウ”の他に“ショーロンポー”
という表記も見掛けます。標準語の中国語で
は発音は“xiǎo lóng bāo”(3)なので“シャオロ
ンパオ”となりますが、“ショーロンポー”と
いうのが上海語に近い発音です。
　小籠包は「無

むしゃく

錫」、「常
じょうしゅう

州」、「上
しゃんはい

海」の三種
類に分けられています。私の一番好きなのは
上海小籠包です。上海小籠包は南翔小籠包と
も言います。清の同治十一年（1871年）に嘉
定県南翔鎮（現・上海市嘉定区南翔鎮）で初
めて作り出されました。当時の「日華軒」と
いう菓子屋のオーナー黄賢明が新しいお菓子
を作ろうとして「南翔大肉饅頭」を売り出し
ました。それが小籠包の起源だと言われてい
ます。その後、息子さんが豫

よ え ん

園で支店を開いて、
上海人なら知らない人のいない「豫園小籠包」(4)

が登場しました。
　形が小さくて皮が透明なほど薄いのがその
特徴です。作り方も複雑です。具は必ず赤身
の挽肉を選んで鶏の煮出し汁で十分にかき混ぜ
てから、発酵した小麦粉で作った皮で包みま
す。食材本来の味を保証するため、味の素は絶
対使ってはいけません。それに上手に作れば50
グラムの小麦粉で普通は10個の小籠包が作れ
ます。おいしくて外観のいい小籠包が作れる
ようになるのに練習の量は半端ではありませ
ん。季節によっては、蟹・竹の子・蝦など旬
の食材もたくさん入れられています。豫園では
年中大量な蟹のみそが入っている「蟹粉小籠」
が売られています。

陸　妮娜

　日本の辞典に「一口饅頭」と書いてありま
すが、実はほんとうに一口で食べたらひどい
目にあうかも知れません。作る時に肉のゼリー
がたくさん使われるので、蒸すと同時にだん
だん溶けてきて熱いスープになります。正し
い食べ方は、まず皮に小さい穴を噛みだして、
スープをすすってから一口で食べることです。
調味料は自分の好みでつけます。普通は酢を
つけて食べる人が多いです。
　今の上海には小籠包を売る店が数え切れな
いほどあります。もちろんおいしい店もあれ
ばおいしくない店もあります。しかし私にとっ
ては小籠包はただの料理ではなく、私の子供
時代の思い出にある懐かしい故郷の味でもあ
ります。
　小籠包の作り方はちょっと難しいと思いま
すが『ガツン！と中華：酒にも飯にも』(5)とい
う本を参考にしてみてはどうでしょう。その
本は代表的な中華料理の作り方を紹介してい
ます。その本を読んだらどんどん中華料理が
上手になると思いますよ。

　ルー・ニナ（博士前期課程１年次生
　　　　　　実践言語教育コース　英語教育）
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290.9||Chik||4-1　　　　　　　　　　　
資料ID：601954  （p.216-p.235）

（2）新村出編『広辞苑』第6版、（岩波書店） 
813.1||Shi、資料ID：523881

（3）北京・商務印書館、小学館　共同編集
『中日辞典』第2版、（小学館）　　　                 
823||Chun、資料ID：503441

（4）ブルーガイド海外版編集部　編
『上海　蘇州　杭州』（実業の日本社）  
290.9||Buru||33　資料ID：555063       

（p.78-97）  
（5）石原洋子　著　　　　　　　　　　
　　『ガツン！と中華：酒にも飯にも』　　

（角川SSコミュニケーションズ）
596.22||Ish、資料ID：544760  

稲垣宏行●「日本の史跡」

「リターンBOX」
ライブラリー・スケッチ
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（Good memories of your school days)

稲垣宏行●「日本の史跡」

「リターンBOX」
ライブラリー・スケッチ
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　閉館時の図書館を訪れる方は少ないでしょ
う。ですから「彼」の存在というものは広くは
知られていません。今回は「彼」ことリターン
BOXについて紹介します。
　リターンBOXとは、開館時間時に訪れるこ
とができない方のために設置されている図書
回収箱のことです。閉館と共に出勤する彼は

さながら門番のように、図書館本館入口に立
ち、利用者を待ち続けています。普段はゲー
トの隅でその身を潜めている彼ですが、陰な
がらに図書館と利用者を繋ぐ大役を担ってい
るのです。

おがわ　はるか（英米語学科4年次生）

絵・文とも　小川遥香



30

■はじめに
　現在、紫式部が著した『源氏物語』は外国の

人たちによって多くの言語に翻訳され、日本の

王朝文化を理解する文学作品として世界に広

まっています。しかし、この古典の世界進出の

嚆矢となったのは紛れもなく日本人の翻訳で、

その訳者の名を末
すえまつ

松謙
けんちょう

澄（1855-1920）といい

ます。彼は明治時代がまだ半ばにも達しない時

期にイギリスに滞在して、この物語を英語化し

て刊行しました。その後も彼は翻訳家や文学研

究者の域に留まらず、日本の発展に関わる幅広

い仕事を成し遂げることになります。

■伊藤博文に認められた文才と英語力
　謙澄は安政二（1855）年に豊前国（現在の福

岡県）で庄屋の子として生まれましたが、この

年は日米和親条約が批准され、日本が実質的に

国際社会に仲間入りをした年でした。時が明治

に移り10歳になる頃から漢学や国学を学びはじ

め、明治四（1871）年に上京したといいます。

　東京では参議や司法大輔を務め「土佐の三伯」

の一人とされた佐々木高行邸に書生として住み

込み、縁あって後に総理大臣となる高橋是清に

出会います。二人は懇意になり、謙澄は滞米生

活の長かった高橋から英語を学び、逆に高橋に

は漢字を教えたといわれています。

　明治五（1872）年には末松は東京師範学校へ

入学しますが、同年に退学して東京日日新聞へ

記事を売り込むことで生計を立てていました。

しかし、その才能を見込まれて明治七（1874）

年にはこの新聞社の記者になります。ここで、

社長の福地源一郎から紹介された伊藤博文に認

められ、太政官の官吏として黒田清隆のもとで

働きはじめました。大きな仕事は日朝修好条規

の草案作りや、西南戦争下での山県有朋の秘書

官として西郷隆盛への降伏勧告文の起草など

で、国家の重要な局面において大いに健筆を揮

いました。特に伊藤からは、こののち、人生を

決定するほどの厚遇を受けていきます。

　西南戦争後の明治十一（1878）年にはイギリ

ス留学を命じられ、ロンドン駐在の公使館一等

書記官見習いとして赴任します。しかし、1880

年にはこの職を離れてケンブリッジ大学へ入学

し、1884年に文学士と法学修士号を得て卒業し

たといわれています。

■後世の研究者が称賛する『源氏物語』
　謙澄が在学中に翻訳、刊行したのが本稿の冒

頭にご紹介した『源氏物語』でした。この書

物の英文書名は、“Genji monogatari: the most 

celebrated of the classical Japanese romances”

（写真）で、ロンドンのトリュブナー（Trübner）

社から1882年に出版されました。頁立ては序文

等が16頁で、本文は 253頁からなり、大きさは

縦20センチで作られています。内容はこの物語

の一帖の「桐壺」から十七帖の「絵合」までが

英訳された抄訳ですが、世界に紹介された初め

ての『源氏物語』です。

末松謙澄が『源氏物語』を
　　　　　　　　　　英訳した話

奥　正敬
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写真左上は1882年にロンドンで刊行された初版。右下
は1894年に横浜で出版されたもの。（本学図書館所蔵）
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　後にこの『源氏物語』は多くの外国人が翻訳

を手がけるようになり、特に英語ではアーサー・

ウェイリー（Arthur David Waley）やエドワー

ド・サイデンステッカー（Edward George 

Seidensticker）などの翻訳書が刊行されて好評

を博するようになりました。

　世の東西を問わず、後発の翻訳書が普及しは

じめると先行の作品が色褪せたように思われる

のは、謙澄のものとて同じことでした。加えて、

日本国内に彼の翻訳は英語圏の人たちの表現と

比べてその拙さを指摘する声があり、これを原

因に評価が低いとする見方があります。

　しかし、玉江彦太郎氏は自著『若き日の末松

謙澄』の中で、慶応四（1868）年生まれで英語

学研究者として昭和の世まで活躍した岡倉由三

郎氏の「平明の文で相当の佳訳」（1）との言葉

を掲げ、分かりやすい文章でかなり優れた翻訳

であるとする見解を紹介しています。

　また、精神面での評価について玉江氏は明

治文化史の研究家である木村毅氏の言葉を引用

し、「明治十四年といえば、出版界も幼稚で､

日本国内にいても源氏物語の原典を入手するこ

とが容易でなかったろう。ことに飛行機もない

時代に、イギリスにいて、きわめて乏しい注釈

書や辞書をたよりに、この難事業を敢えて企て

た末松の篤志と勇気には敬服のほか無い。」（2）

と、時代と環境面に視点をあてて謙澄の努力を

称えています。

　さらに、『末松謙澄と「防長回天史」』の著者

の金子厚男氏は「英訳には、東西文化交流の“橋

渡し”をしようとした意図も汲みとれよう。そ

れはまた、西洋文化の吸収だけにつとめた留学

生の姿ではなく、日本の文化を示そうとした積

極的な留学生の姿勢でもあった。」（3）と謙澄の
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クリックすれば「世界」が開く

本学図書館オリジナル 主題別書誌データベース

「明治の国際人とその書物」

http://www.kufs.ac.jp/toshokan/databasezone/databasezone.htm

　本学図書館の所蔵資料で、明治時代に留学経験など
海外と接点があった日本人に関係する和洋図書の書誌
データベースです。江戸時代に生まれ海外で生活し、
明治時代に帰国した人や、明治生まれの人物で、著作
の刊行が大正時代以降に及ぶものも掲載しています。

「世界で読まれる源氏物語」
　源氏物語は約千年前に成立した本格的な長編物語で
す。海外でも日本文学の代表的なものとして高い評価
を与えられ、多くの言語に翻訳されています。このペー
ジでは現代語版・各国語版・研究書などを本学図書館
の蔵書から検索しやすいようにまとめてあります。

あなたの学習と研究にあわせてお使い下さい。

発信型図書館を
目指して

このデータベースは現在
53種類あり、

年々増加しています。
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国際性と発信力を評価しています。

　なお、この謙澄の翻訳は明治二十七（1894）

年になって丸屋（丸善）書店から「英文日本

文庫」シリーズの第2巻として出版されました。

当時の貧弱な学術情報の流通事情から、『源氏

物語』が12年も前にイギリスで出版されてい

たことを初めて知った日本人は多く、その時

彼らは大きな感動を覚えたことと思われます。

■幅広い翻訳作品
　さて、ケンブリッジ大学で学業を終えた謙澄

は明治十九（1886）年に文部省参事官として帰

国していますが、イギリス滞在中に『源氏物語』

の英訳だけでなく、英文での義経再興の記『成

吉斯汗』の刊行や英詩の邦訳を手がけていた

文化力を背景に、演劇の改良運動を推進して

天覧歌舞伎の成功へと導きます。この運動の

推進母体には時の総理である伊藤博文も名を

連ねていました。こうした活動の結果もあっ

て、明治二十一（1888）年の学位制度の発足で、

謙澄は南条文夫らと共にわが国初の文学博士

号を得ることになります。また、この年から

明治二十三（1890）年にかけて、バーサ M. ク

レー（Bertha M. Clay、1836-1884）の小説“Dora 

Thorne”を『谷間の姫百合』として邦訳して

います。

■官吏・学者・政治家・外交官として
　帰国後も伊藤からの評価は高かったようで、

明治憲法が発布された明治二十二（1889）年に

謙澄は伊藤の次女生子と結婚しました。当時、

内務省へ移り県治局長になっていた謙澄は、福

岡県の門司港の開発に力を注ぎます。そして、

翌二十三（1890）年の第1回衆議院議員選挙に

福岡の選挙区から出馬して当選し、政治家の道

へ入りました。その後も2回の当選を重ね、こ

の間、第二次伊藤内閣の法制局長官を務めてい

ます。明治二十八（1895）年には男爵となり

翌年には貴族院議員に選ばれます。明治三十

（1897）年になると、幕末長州の旧敵豊前の出

身ながら毛利家編輯所総裁として防州と長州

の歴史書『防長回天史』の編纂を主導します。

その後は第三次伊藤内閣の逓信大臣、四次内閣

の内務大臣を歴任しました。また、明治三十七

（1904）年から翌年にかけてイギリス駐在官と

して、日露戦争に伴う黄色人種脅威論、所謂、

黄禍論の対策担当者を務め、帰国して枢密顧

問官に就任しました。明治四十（1907）年に

は子爵を拝命して学士院会員にもなり、大正

五（1916）年に法学博士号を授与されました。

　このように、謙澄は岳父伊藤からの引き立

てを受けながら栄達の道を歩みましたが、彼

の成功の基盤には高橋是清直伝の英語があり、

恐らくイギリス留学の経験を持つ伊藤も驚く

ほどの実力を備えていたと考えられます。そ

こに新聞記者で鍛えた感性と、当時の「一等国」

であり、伝統や文化を重んじる国イギリスで日

本の古典『源氏物語』を堂々と発表できる程の

知識と教養、さらには黄禍論対策で見せた対外

交渉能力や広報活動での卓越した手腕などが、

近代化と国際化を希求していた明治の社会環

境と結び付いたのではないでしょうか。

　こうした彼の力量ゆえ、『源氏物語』の翻訳

が明治政府の国策と絡んでいたとする推測も

ありますが、未だ解明されるまでには至って

いません。

　いずれにしても、末松謙澄という人物は記

念すべき「明治百五十年」の到来を前にして、

現代を生きる私たちの記憶の中に強く留めて

おきたい国際人なのです。

主な参考文献と脚注

（ 1 ） 玉江彦太郎著『若き日の末松謙澄』海鳥社　1992年。
110頁。

（ 2 ） 前掲書109-110頁。
（ 3 ） 金子厚男著『末松謙澄と「防長回天史」』青潮社　1980年。

39頁。

おく　まさよし（司書・図書館事務長）
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『JAIRO Cloud』
宮杉　浩

　本学の機関リポジトリを開設して1年になりました。機関リポジトリとは大学や研究
機関が所属研究者の論文など知的生産物を収集、蓄積そして提供するシステムおよび
サービスの事で多くの大学が設置しています。本学も昨年度から図書館、国際言語平和
研究所などが中心となって本学で刊行している学術雑誌や博士論文を機関リポジトリに
蓄積して提供しています。今回お話しするのは機関リポジトリを構築するにあたって利
用しているサービス「JAIRO Cloud」についてです。
　「JAIRO Cloud」とは国立情報学研究所が提供している共用リポジトリサービスです。
機関リポジトリのシステム構築を各々の図書館で行おうとすると、システム構築費など
に莫大な費用を要するため、国内の教育機関リポジトリが増えていかない大きな要因と
なっていました。そこで国の機関である国立情報学研究所が独自で機関リポジトリソフ
トウェア「WEKO」をベースにしたシステムを開発し、新たに機関リポジトリを構築す
る機関向けに平成24年度より「JAIRO Cloud」サービスの提供を始め、各機関のシス
テム構築の支援に乗り出しました。システム構築に係る費用の心配がなく、コンテンツ
の登録に作業を集中できることから、各機関からの申請が増加し、10月31日現在で本学
を含む319機関がこの「JAIRO Cloud」を利用して機関リポジトリを構築、公開してい
ます。
　「JAIRO Cloud」のベースとなっているソフトウェア「WEKO」は画面のデザインや
機能のカスタマイズが容易で、各機関の独自性が打ち出しやすくなっています。コンテ
ンツの登録もしやすく、かなり詳細なデータを入力できるようになっているので、検索
項目の充実も図ることができます。そして何よりも現在の時点では申請、利用に係る費
用がかからないという事が各機関の利用が拡大している大きな要因です。ただし、今後
は有料化を含む議論もなされているので、今後の動向には各利用機関は注視する必要が
あるでしょう。
　現在本学の機関リポジトリには博士学位論文と本学国際言語平和研究所発行の『研究
論叢』、『Cosmica』、『国際言語文化』、そして本学日本語学科発行の『無差』と計4誌
のコンテンツが登録されています。今後の課題としては本学で刊行されている学術雑誌
はさらに数誌あることから、それらの学術雑誌のコンテンツ登録や画面機能のさらなる
向上があります。そのためには機関リポジトリ自体の認知度をさらに高めていただく必
要があるため、今回のお話を含め、皆さんにもっと機関リポジトリのことを知ってもら
い、利用していただけるようさらなる広報活動をする必要もあると考えています。
　今までは本学にない博士論文や学術雑誌の記事は文献複写と呼ばれるサービスを利用
して、紙ベースで取り寄せることが主流でした。本学を含め今後各機関リポジトリが充
実してくれば、電子媒体による論文、雑誌記事の収集により重きを置かれることになる
でしょう。皆さんも今から是非機関リポジトリにもっと触れていただけたらと思います。

みやすぎ　ひろし（係長・管理運営課）

○35
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　シャーウッド・アンダーソン （Sherwood Anderson, 
1876-1941） はアメリカの作家で、オハイオ州キャ
ムデンに生まれました。馬具商の父親は機械化
の波に押されて時代遅れとなった商売が振るわ
ず、オハイオ州内を転々としクライドという小
さな町に落ち着きました。しかし、母親が過労
で倒れたため、アンダーソンの家族は一家離散
となります。高校を中退して約1年間の軍隊生活
を送った後、様々な職種を経験し、24歳の時、
シカゴの広告会社にコピーライターとして就職。
1906年に宣伝会社の社長を務め、実業家として
成功。翌年には独立して塗料販売会社を設立し
ましたが、事業の不振と創作活動に専念したい
という欲求から心労が重なって1912年11月に突
然会社から姿を消し、4日後に朦朧状態で発見さ
れるという謎の失踪事件を起こします。1913年、
シカゴに移ったアンダーソンは広告の仕事をし
ながらフロイド・デル、カール・サンドバーグ、
セオドア・ドライサーらと知り合いになり、執
筆活動を開始しました。
　1919年、オハイオ州の小さな田舎町を舞台に
した『ワインズバーグ・オハイオ』を発表した
ところ評判を呼び、一躍有名作家となります。
その後も、結婚・離婚を繰り返しながら『卵の
勝利』（1912）、『馬と人間』（1923） などの短編集
を発表しました。1941年、国務省の委任で南ア
メリカへ親善使節として旅行中に、腹膜炎に罹っ
て亡くなります。64歳でした。
　彼の作品としては、他に、長編『多くの結婚』
（1923）、長編『黒い笑い』（1925）、短編集『森
の中の死』（1933）、詩集『中西部アメリカの歌』
（1918）があります。アンダーソンがアメリカ文
学史において占める位置は大きく、ウィリアム・
フォークナーは彼を「我々の世代のあらゆる作
家の父親である」と評し、彼の影響を受けた作
家としては、アーネスト・ヘミングウェイ、ジョ
ン・スタインベック、トマス・ウルフ、レイモンド・
カーヴァーなどの名前が挙げられます。
　今回は『ワインズバーグ・オハイオ』を紹介
します。この作品は、25の短編が積み重なって
一つの長編小説を形作っており、その大部分に
登場する新聞記者ジョージ・ウィラードという
青年が作品全体の主人公です。彼がワインズバー

グの町の人々と様々な関係を結びながら愛と死
を経験し、より広い社会を見るために町を離れ
るという成長の過程を辿った一種の青春小説と
も言えるでしょう。
　ジョージ・ウィラードは記者として人々と接
していくうちに、ルイーズ・トラニアンから誘
惑されて性体験をし、バーテンダーの恋人であ
るベル・カーペンターに言い寄られて三角関係
を経験したりするのですが、銀行家の娘ヘレン・
ホワイトとは清らかな恋愛関係を続けます。し
かし、母の死を切っ掛けにしてワインズバーグ
を離れる決心をし、4月の早朝に静けさに包まれ
た懐かしい町の中を散歩してから、午前7時45分
の列車に乗って都会へと旅立ちます。
　この小説に登場する人々の殆どが、何らかの
挫折感を味わったり、心に傷を負っていたり、
孤独感に襲われたりしています。普通でない人々
が扱われているのは、最初のエピソード『奇怪
な（グロテスクな）人々に関する書』に記され
ている老作家の本の内容に関係があり、そこに
アンダーソンの意図が示されているのでしょう。
簡単に纏めれば次のようになります。
　《世界には人間によって作り出された真理が無数に存在
していた。真理はすべて美しかった。そこへ人間がやって
きて、その真理の一つを、あるいは幾つもの真理を摑み取っ
て行き、それを自分の真理だと主張し、それによって人生
を送ろうとする。するとその途端に、真理を摑み取った人
間はすべてグロテスクに変貌する。》
　人間は誰でも多少は偏ったり歪んだりするの
が当たり前であり、真理を掴んだ結果のグロテ
スクさがその人に真の人生を生きさせると述べ
ているようです。そのため、小説の中に登場す
る奇人・変人や社会からはみ出した人達に対し
て、彼の眼差しは温かく感じられます。　　

　（次号へ続く）
参考文献
1. Sherwood Anderson “Winesburg, Ohio”  （Viking 
Press, 1960）

2. アンダーソン著　金崎寿夫訳　『ワインズバーグ・
オハイオ』＜世界文学全集31：『南回帰線』／ミラー；
『ワインズバーグ・オハイオ』／アンダーソン（集
英社、1974）より＞

おざわ　ふみひこ（情報サービス課）

名作再読、拾い読み（34）名作再読、拾い読み（34）
『ワインズバーグ・オハイオ』〔1〕(“Winesburg, Ohio”) 小澤文彦
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Ｑ：ここ4回ほどは概念メタファーについてのお話
でしたが、今回のテーマは何でしょうか？

Ａ：今回は共感覚表現（synaesthesia）について
です。

Ｑ：「共感覚」というのは初めて聞く言葉です。感
覚ということは人間の五感に関わることなの
でしょうか？

Ａ：はい。我々は五感を通して外界の世界の事象
を知覚しています。色や形は視覚で捉えます
し、人の声や音は聴覚で捉えます。食べ物の味
は味覚で、匂いや香りは嗅覚で感じます。ま
た温度や物の硬さなどは触覚で感じ取ります。
世間一般でよく知られている「共感覚」とい
うのは数字に色を感じたり、形に味を感じた
りする感覚のことです。

Ｑ：そういう感覚を持っている人が存在するとい
う話は聞いたことがあります。

Ａ：それに対して言語学で「共感覚表現」と呼ば
れる現象は「ある感覚に関係する語が別の感
覚に関係する語を修飾する表現」のことを言
います。例えば「明るい声」のような表現です。

Ｑ：「明るい声」というのは日常よく耳にする表現
ですね。

Ａ：しかしよく考えると「明るい」は視覚に関係
する表現で、「声」は聴覚に関係する表現です
よね。つまり「明るい声」は視覚表現が聴覚
表現を修飾していることになります。また聴
覚表現である「声」をあたかも視覚表現であ
るかのように喩えていることから、メタファー
表現とも言えます。

Ｑ：面白いですね。では「渋い声」、「暖かい色」、
「柔らかい音」なども共感覚表現ですね。

Ａ：「渋い声」は「味覚→聴覚」、「暖かい色」は「触
覚→視覚」、「柔らかい音」は「触覚→聴覚」へ
の転用です。実はこの感覚の転用の方向はお
よそ「触覚→味覚→嗅覚→視覚→聴覚」のよ
うになることが知られています（詳細は今回
の参考文献のp.60を参照してください）。これ
は「共感覚表現の一方向性仮説」と呼ばれます。

Ｑ：確かに上で挙げた例はこの転用の方向性に沿っ
ていますね。

Ａ：はい。「*暗い香り」や「*甘い肌触り」が不自
然な表現なのは、前者は「視覚→嗅覚」、後者
は「味覚→触覚」のように感覚の転用が上で
述べた方向性に逆行するからです。但し、例

外のない規則はありませんので、やはりこの
仮説に当てはまらない例も存在します。

Ｑ：どのような例がありますか？
Ａ：「濃い味」は「視覚→味覚」への転用です。一

方向性仮説に反していますが、極めて自然な
表現です。また「*四角い音」は「視覚→聴覚」
ですので、転用の方向性は仮説に沿っていま
すが、表現としては不自然です。しかし、こ
のような反例は少数ですし、共感覚表現のほ
とんどは上のような一方向性仮説で説明でき
ると言えます。

Ｑ：なるほど。なかなか思い当たりませんが、反
例を探してみるのも面白いかも知れませんね。
有り難うございました。では参考文献をお願
いします。

Ａ：『比喩と理解』、山梨正明著、東京大学出版会
（2007年）です。本書の初版は1988年に出版さ
れていますが、2007年に新装版として再び刊
行されました。

　　　上記の参考文献は『コレクション認知科学』
の第5巻となっています。本書は第1章「序説」
から始まり、第2章「類似性の認識：隠喩と直
喩」など、計6章から構成されています。専門
書であるために少し堅苦しい解説になります
が、様々な比喩の側面を解説しています。

　　　今回のテーマである「共感覚」は、第3章「慣
用化と比喩：意味の原型と転義」の中で説明
されています。表3-3では「共感覚にもとづく
比喩」を、表3-4では「不可能な共感覚の組み
合わせ」が示されているので、一目で理解で
きるようになっています。

　　　言葉は時代と共に変化して行きます。例えば、
今では「全然大丈夫」という表現が普通に使
われています。ひょっとしたら将来、今は不
可能と思われている共感覚の組み合わせが、
普通になる物も出てくるかも知れませんね。

　　　本書の請求記号は141.5||Kore||5で、資料ID
は523555です。配架場所は、本館の第2閲覧室
となっています。

　にゅうがく　なおや
（福井工業大学准教授・英語学・英語史）

ふじい　たつや（司書・課長補佐・アジア関係図書館）

入学直哉、藤井達也

言語学、はじめの一歩  （26）



日本の歴史 22日本の歴史 45
『日本は外国人にどう見られていたか』

「ニッポン再発見」倶楽部著 （三笠書房 知的生きかた文庫 2014）

本書の請求記号　210.58 ‖Nipp

稲垣宏行

　外国人観光客は年々増加しています。11月19日
付の京都新聞朝刊によれば、2015年の1月から10
月までで1,631万人を超えたと言います。彼らは日
本に対してどんな思いを抱いているのでしょうか。
本書は、江戸期から明治初期の日本を見聞した
欧米人からの証言を集めたものです。
　スウェーデンの医師ツュンベリーは、18世紀後
半にして日本人の中に左側通行の概念が定着して
いたことに驚きと賞賛を述べていました。イギリ
スの外交官オリファントは江戸期日本の識字率の
高さに言及し、庶民までもが読書に親しんでいる
ことに感心したと言います。アメリカの動物学者
モースは、錠前を付けた民家が無いほど治安がよ
く、外套に小銭を入れたままにすれば、召使がわ
ざわざ返しに来る実直さに驚嘆していました。日
本は江戸期以前から治安が良いことで海外から
認知されていたようで、スペイン宣教師ザビエル
も「こんなに泥棒が少ないのは珍しいです」と自
らの書簡に書き残しているほどです。
　概ね好評意見が多いですが、国民性の面では、
日本人が名誉に強い執着心を持ち、些細な無礼
で怒り出す堪え性の無い気質だと感じた外国人も
少なくなかったようです。また、その名誉の守り
方が残酷で理解し難いと感じていたようです。長
崎・平戸のオランダ商館長カロンは武士の切腹が
「名誉への執着心」の最たるものだと述べていま
す。文化面でも日本人の頻繁な入浴が奇異に映り、
デンマーク軍人のスエンソンは、そのせいで女性
は若くして老化してしまうのではないかと恐怖心
を抱いていたほどでした。
　日本人としても納得のいく意見も本書でいくつ
か見られました。例えば、アメリカ海軍提督ペリー
は、饗応の際に出た食事の量が少なすぎると不
満を漏らしていたと言います。評者も初めて外国
へ行った際、向こうの食事量が「1日2食で足りる」

ほど多かったと感じた記憶がありましたが、逆の
事例が幕末期の日本で生じたようです。イギリス
の日本学者チェンバレンも、明治初期の日本を訪
れ、欧米では常食の肉やパン、牛乳などがメニュー
に無いことに触れて「こんな食事ではとても生き
ていけない」と嘆いたそうです。この他にも、日
本人である我々も意表を突かれるような指摘が本
書には登場します。江戸期の女性が白

おしろい

粉を塗りた
くった化粧をしていた理由が、感情を露わにする
のが不作法なので、化粧で表情を読み取られな
いためだという事例など正にそうだと思います。
　現在、日本はTPP加盟やマイナンバー制度な
ど、多くの改革を打ち出しています。明治期日本も、
欧米による侵略への恐れもあって、先進国になる
べく西欧化を急ぎました。しかし、それは水質汚
染などの弊害をもたらし、海外からも「牛肉を食
べてビールを飲めば一人前になれると思っている
馬鹿な鳥」と痛烈な風刺をされました。「西欧化
を急ぐあまり、本来の姿を見失いつつある」と、
在りし日の日本を懐かしみ、残念がる欧米人も少
なくなかったそうです。
　現在の日本は物質的に豊かですが、経済は未
だ停滞気味で犯罪も少なくありません。江戸期か
ら明治初期は経済的に豊かではなく、調度も最
小限でしたが、海外の目から日本人は陽気で満
たされているように映っていたと言います。
　本書を一読して感じることは、日本本来の長所
を見直し、未来にも生かしていくことです。前述
のように外国人観光客は増加しています。彼らに
恥じることの無い日本になるためには、国として一
貫したものを持ち続ける必要があります。そのた
めにも、周囲の流れにばかり気を取られないこと
が大事だと感じます。
　

いながき　ひろゆき（司書・情報サービス課）
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戸田奈緒子

　ILLという言葉をご存じでしょうか。初めて聞く、
という方も少なくないでしょう。ILLとは、「図書
館間相互貸借」の英訳＝Interlibrary Loanの頭
文字を取った略称です。このシステムは、大学共
同利用機関の国立情報学研究所（NII）が運営
している目録所在情報サービス（NACSIS-CAT：
CATaloging system）で、参加図書館が共同分
担方式で作成した日本最大規模のオンラインデー
タベースを利用するものです。現在の図書館サー
ビスの一つであり、本図書館で私が担当している
業務でもあります。
　例えば、卒業論文を書く時に読みたい論文が
あったけれど、本図書館ではその論文が載って
いる資料（雑誌、図書）を所蔵していない、な
らどうするか。という時に活用していただきたい
のがILLです。「図書館間相互貸借」の名の通り
に、ILLシステムを通じて他の大学図書館等に依
頼し、必要な論文をコピーしてもらったり、ある
いは本そのものを貸し出ししてもらいます。
　少し前であれば郵便や電話、FAXを使って時
間をかけてやりとりしていた所を、現在はシステム
が電子化されているので、オンラインですぐに申
し込み・受付のやりとりが出来ます。送料は（複
写の場合は複写料も）かかりますが、京都にい
ながらにして、北海道から沖縄まで全国のILL加
入館から資料の取り寄せが可能です。CiNii（NII
学術情報ナビゲータ）の検索結果などを印刷して
カウンターに持ってきていただければ、手続きも
スムーズに進みます。
　また、「相互」ですから、こちらから依頼する
だけではなく、同じように他大学の図書館等から
本館の資料を貸借してほしい、あるいは本学発
行の紀要や所蔵している雑誌の論文を複写して
ほしい、という申し込みが来たりもします。実は、
本館はこの「受付」の方がこちらから「依頼」す

るよりも多いのです。
　言うまでもなく、本学は外国語大学ですので、
外国語関係の本を多く所蔵しています。英語やフ
ランス語、ドイツ語の書籍は所蔵している大学も
少なくはないのですが、スペイン語やイタリア語、
ポルトガル語になると、全国の僅かな大学しか所
蔵しておらず、場合によっては本館のみの所蔵、
ということも珍しくありません。
　国内では他に見かけることのない外国語の本
が、京都外国語大学付属図書館にはある。それ
は、本館が他大学の学生や研究者の方の学術研
究を支援できるということです。このことは、外
国語大学の図書館としての大きな強みでしょう。
　他大学図書館からの依頼を受けると、データを
確認して、雑誌や本を閲覧室・書庫から持ってき
て貸出処理、または該当箇所をコピー。送料を正
しく計算して処理し、梱包して依頼してきた図書
館に発送。これが基本的な流れになります。当
然ですが、間違いがあっては大変なことになりま
すから、確認は怠らないようにしています。特に
複数巻構成の本の何巻目、または複数件の発送
がある時の宛先を入れ違えないようにというのは
注意しています。コピーの場合は、読みにくくない
か、ページが飛んでいないか等、原本と照らし合
わせつつチェックします。
　私がILL業務を行う上でいつも心がけている
のは、迅速にかつ丁寧に、です。依頼者の方が
いるわけですから、早く手元に届くことで喜んで
いただけることを信じて作業を進めます。それで、
次に依頼する時に検索したら他の大学でもこの
資料は所蔵しているけど、ここは京都外大図書館
に頼もう、と選んでもらえたら、それだけ本学図
書館の価値が認められた、ということになるので
はないでしょうか。
　ILLという他大学とのやりとりは、緊張感はあ
りますが、その分やり甲斐に繋がる業務です。そ
れを通して、本学に所属する人たちだけではなく、
他大学の図書館からも京都外国語大学の図書館
へいただける評価の一助になることが出来れば、
幸いだと思います。

とだ　なおこ（非常勤職員）
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① 濱田伊織 著

『英語で伝える和食 : 　　　　　　　
 　　Eat and speak washoku』 

（マガジンランド）
　和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたの
は、皆さんご存知でしょう。しかしその和食をい
ざ英語で説明しようとすると、案外難しいもので
す。
　本書ではChapter 1として基本編とマナー編の
合計15のFAQを載せています。Chapter 2では、
和食のレシピ40を紹介しています。ここでは各料
理のレシピの他に、その料理がどんな物なのかの
簡潔な英文解説があり、英語で説明する際に役立
ちそうです。
　いずれも日英対訳なので、自分で和食を作って
みる際に英文を読めば、楽しく英語を勉強できる
一挙両得の1冊です。（T.F.）

596.21‖Ham

③ 吉田和正 著

『世界で勝てる人：　　　　　　　　　
トップグローバル企業のリーダーが選ぶ』 

（すばる舎）
　あなたは真の「グローバル人材」としての条件を、
本当に理解しているのでしょうか？ 2012年の厚生
労働省が作成した雇用政策研究会資料に記載され
ている「グローバル人材」の定義は「行動力」・「タ
フネスさ」「課題解決力」でありますが、著者が辿
りついた「世界で勝てる人材」の定義には、自ら
進んで変化を受け入れ、対応していく適応力を持
ちつつ提案力でビジョンを達成するようにする事
であると明かしています。あなたもこの機会によ
り進化するために、この本でシェアさせてもらう
ことを参考にしてみてはどうでしょうか？そして
一番大事なことは、より付加価値をつけ、常によ
りよい未来を描き、目指し続ける姿勢を身に付け
ることではないでしょうか？ (M.F.)

                          159‖Yos

② 平川克美 著

『「あまのじゃく」に考える』   
（三笠書房）

　人生は「考え方ひとつ」とよく言われます。考
え方ひとつで辛い経験も、失敗もその後の人生を
豊かにするための準備であったのだと思えるよう
になります。しかし言葉で「考え方ひとつ」とい
うのは簡単ですが、どうすればその辛い経験や失
敗もこれからの人生の糧にできるのでしょうか？
タイトルにあるように『「あまのじゃく」に考える』
とは時流に流されず、群れをつくらず、本質を見
失わずと提言されています。
　本書では、著者が自分の様々な経験を基に、『「あ
まのじゃく」に考える』とは、どういうことなのか、
自分の活路を見いだすためにはどうしたらよいか
をわかりやすく解説しています。（S.S.）

159‖Hir 

④ 

『ノーベル賞から見る現代物理学の系統』   
（ニュートンプレス）

　ノーベル物理学賞を日本で初めて受賞したのは、
1949年の湯川秀樹氏です。しかし、世界で初めて
受賞したのは1901年、X線で知られるドイツのレン
トゲン氏です。現代物理学の先駆けとなる量子論、
相対性理論もこの頃に登場しました。
　本書は、ノーベル賞の始まりとなる1901年から
2014年までに研究された物理学の内容や業績、歴
史的変遷の他、20世紀以前の物理学についても言
及しています。
　ノーベル賞に選ばれ、自然界や宇宙の謎に触れ、
我々の社会発展にも貢献した研究の数々。2015年
は、日本の梶田隆章氏がノーベル物理学賞を受賞。
今こそ、この100年以上に及ぶ現代物理学の歴史を
振り返ろうではありませんか。（H.I.）

420.2‖Nobe

①

②
④
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⑤ 斎藤正昭 著

『源氏物語のモデルたち』
   （笠間書院）

　1000年の時を経て、今なお多くの人に読み継が
れている『源氏物語』。全54帖から成る壮大な物語
には、主人公である光源氏をはじめとする膨大な
数の人物達が、いきいきと描かれています。それ
らの登場人物は、実はモデル・準拠を前提として
いる、という物語の本質に迫ったのが本書です。
作者である紫式部と関わった、あるいは同時代の
人々をモデルとして特定し、「物語」が史実と密接
な関係にあることが解き明かされています。
　巻末には年譜やモデル一覧等も記載されており、
辞書的にも使える一冊です。（N.T.）

913.36‖Sai

⑦ 川津幸子 著

『あいうえおいしい。:　　　　　　 
　　おうちごはんのヒント365日』

   （新潮社）
　本書では、誰もが普段こうすれば美味しく健康
に食事を味わうことができるという工夫や知恵が
随所に散りばめられており、5つのテーマにそって

「おうちごはん」のコツや金言が惜しみなく披露さ
れています。文章のテンポも絶妙で、内容を参考
に作るだけではなく読むだけでも楽しめます。
　料理をする方もしない方も、1月から12月までの
旬の素材を紹介しつつ綴られた家庭料理の数々を
是非読んでみてください。読み進めていくうちに
毎日食べる「ごはん」についての理解が深まりま
すよ。(H. Y.)

596‖Kaw

⑥ 千玄室 著

『茶のこころを世界へ : 平和への祈り』
   （PHP研究所）

　茶道には、創始者である千利休が掲げた ｢和敬
清寂｣ という言葉があり、一文字にそれぞれ、平
和と調和、互いに敬いあう、清らかな気持ち、何
事にも動じない気持ちという意味が込められてい
ます。著者はこの茶道の精神と、戦争で生き残っ
た経験を基に ｢一盌からピースフルネス(平和)を｣
という理念にたどり着き、この考えを茶道ととも
に広めるために世界中を回っています。
　茶道は日本の伝統文化の一つですが、茶道に込
められた精神は現代にも通じることであり、この
精神を失わないためにも日本の伝統を守り、次の
世代へ伝えていくことは大切なことだと感じまし
た。(F.Y.)

                                791.2‖Sen

⑧ 庄司博史 編

『世界の文字事典』
（丸善出版）

　本書は世界の様々な文字言語の中から約80の言
語を選び出し、文字の読み方とカタカナへの転写
法を要領よく解説しています。
　アルファベットで書かれているからといって、
地名や人名などを英語風に発音・表記すると通じ
ないことがあり、ビジネスや論文などでは信頼を
失うかも知れません。旅行や仕事で必要な地名や
人名の読み方を知りたいときや、レポートや論文
で外国語をカタカナ表記したいときなど、本書は
便利な事典です。読み方の難しいアラビア語、タ
イ語、ヒンディー語などの他に、エジプト象形文字、
シュメール楔形文字といった古代文字の読み方に
ついても触れているので、読み物としても楽しく
読めるお勧め本です。(F. O.)

801.1‖Sho

⑤

⑥
⑧
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