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　読書とともに楽しむものを考えてみると、昔も今も

真剣な読書の最中には、おやつを食べたり、音楽を聴

いたりする余裕はあまりなかったように思う。小学校

高学年時の塾での中学受験勉強から現在の研究にいた

るまで、『力の5000題』や『応用自在』といった問

題 集やThe Telegraph Goes to Warといった史料

集を読む間は、集中力が殺がれることを嫌がって読書

に没頭せざるを得なかった。とはいえ昔も今も、一日中、

そうした真剣な読書ばかり続けられるわけではない。

私の癖として、全力の勉強を１時間すれば次の１時間は

息抜きの読書をし、次の１時間はまじめな勉強を再開

する、というように一日５時間の勉強をするとすれば、

２時間は息抜きの読書にあてていた。こうした息抜き

の読書、気晴らしの読書の間には、音楽を低くかけて

リラックス効果をあげるよう、心がけていたものであ

る。昔はこのように功利的な効果など考えず、ごく自

然に気晴らしの読書と音楽鑑賞を組み合わせて、心身

を休めていたのであろうが。

　小学校低学年までの塾もないまだ牧歌的な頃には、

数冊の恐竜図鑑を読む、というより眺めながら、ベー

トーヴェンのピアノ協奏曲第５番「皇帝」の第一楽章

を聞いていたことを思い出す。情操教育を考えてのこ

とだろうか、私がそうした図鑑を広げはじめると、母

がクラシック音楽のレコードかテープをかけてくれたの

である。その後、塾が始まると、息抜きとして読むも

のも多少進化し、『緋色の研究』や『四つの署名』といっ

たシャーロック・ホームズものや『午後の恐竜』など

の星新一ものを読みはじめた。ホームズものはやや長

いので、面白さにかまけていると読書が１時間ですま

なくなり、真剣な勉強に悪影響が出かねない。しかし、

星新一の作品はショートショートなので、読書が１時間

をこえることはまずなく、気晴らしとしておすすめであ

る。こうした読書の合間に私が聴くものも変化し、ブ

ラームスの交響曲の１番や４番を自分で選曲するように

なった。今では逆に、これらの曲が街角で聞こえると、

当時読んでいたものを想起するほどである。

　ちなみに星新一の「午後の恐竜」という作品（前述

の本の中の一つ）は、印象的な話である。非常に晴れ

渡ったある日の朝から人類は、見るはずのない透明の

古生物を見はじめ、午後には実体のない恐竜をあちこ

ちで見るようになる。それは実は人類全体の共同幻想

であって、死の直前に個人が見る人生の走馬灯のよう

な、地球全体の歴史の走馬灯なのだ。だがそんな壮大

な走馬灯だとつゆ知らず、人びとは「午後の恐竜」を

見て無邪気に楽しむ。しかし、ある国が核ミサイルを

発射していたので、地球が滅びる寸前だったのだ…と

いう怖い話である。最近、ウクライナ戦争などが起こ

り物騒な世界になるにつれ、雲一つない晴れた日には

透明の「恐竜」が見えはじめるのではないか、と気味

悪く思うほどだ。このような連想からつい先日、星新

一の他の本『エヌ氏の遊園地』を読みおわった。その際、

エンヤのメモリー・オブ・トゥリーズのアルバムをかけ

つつ、久しぶりに「ながら読み」を楽しんだ。あぁ、

まだ「ながら読み」ができるのか、と感慨深く思った

ものである。

　最後に、音楽を聴きながら本を読む「ながら読み」

をする際の注意事項を指摘しておこう。気晴らしとはい

え本を読むのが主目的の場合、あまり自分の思い入れ

の強い曲をかけない方が良さそうである。私の場合だ

と、前述の「皇帝」の第二楽章やベートーヴェンのピ

アノソナタ第14番「月光」の第一楽章などがそれにあ

たる。音楽に感動しすぎて、読書どころではなくなって

しまうからだ。皆さんもどうかご注意を。
ふせ　まさお（教授・アメリカの政治史・軍事史・技術史）
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　読書の秋とは正鵠を射た表現である。通勤時間が長

い私にとって、この季節の穏やかな光が電車の窓から

差してくる中での読書は特に心地が良い。満員電車は

極力避けたい性質なので、早起きしてでも各駅停車で

来校する。程よく空いている車両での読書は気楽で妙

に捗る。一人での時間だが、決して孤独な時間ではない。

とにかく快い。

　ただし、問題は一つある。騒音だ。

　幼少期から薄々気付いていたことだが、私は高音、

噪音、繰り返される音に敏感である。正式に診断され

たことはないが、自分では勝手に聴覚過敏症ではない

かと疑っている。いずれにせよ、楽しい電車での読書

もドアの開閉音や車内アナウンス、周囲の人びとの話

声やイヤホンの音漏れが苦痛になることもしばしばあっ

た。ならば音楽を聴けばよいのだが、気分が乗らない

日もある。加えて、読書する時は文意に集中したいので、

歌詞のある曲は避けるようにしている。この時、とて

も役立つのは両耳の相棒、耳栓である。

　「耳栓」と言っても意外と一括りにできないものだ。

素材や形、色は多種多様で、値段ももちろんピンキリ。

私は薬局において数百円で買える手頃なものを愛用し

ているが、ネットで調べればプロ級のものも存在する

ようである。我が相棒は完全に遮音するものではない

が、周りの音をかなり軽減してくれる。私にはこれで十

分だ。

　耳栓をしだしたのは割と遅く、4・5年前のことであ

ろうか。その当時は、週2回、自宅から片道3時間も

かかるとある大学に勤務しており、通勤時間をいかに

有効に使えるかと試行錯誤を繰り返していた。ついで

に言うと、その大学までは乗り換えが多く、また長距

離であったので今のように各駅停車に乗る余裕はな

かった。読むことが仕事の大半なので、車内で読書で

きればよかったが、車内が騒々しく、どうしても集中

力が途切れて気が散ってしまう毎日であった。

　途方に暮れている私に、親友が耳栓を勧めてくれた。

聴覚過敏によるイライラを解消したいことと電車での時

間を仕事に充てたいということがきっかけだが、耳栓の

使用は自分の読書の習慣に意外な変化をもたらした。

　読むことは仕事の大半と先に述べたが、実は仕事と

して読みたくない時がある。難解な研究図書ではなく、

娯楽や興味本位、趣味として読みたいものもある。当

然のことだが、本に対する深い愛情が無ければ今の仕

事に就いていないので、読書すること自体は昔から好

きであり、今でもその気持ちは変わらない。

　このコラムを書くにあたってハッと気付いたが、近年、

幾度か読み直して来た愛読書でも、初めて接した傑作

でも、電車で読んだことが多いのだ。研究室や大学の

図書館、自宅やカフェでももちろん読書するが、一番

のお気に入りの読書部屋は小豆色の壁と、緑色のビロー

ドの席を備え、鉄の車輪を持っている。その中で私は

かの相棒と共に本と向き合っている。耳栓をすれば、

心地よい無音の世界に入ることができる。伝わってくる

のは読書部屋の振動のみ。無音に揺られ、沈黙の空間

は初めて「読み手」である私の心の声を聴かせてくれる。

文章のリズミカルな流れ、詩の音韻、単語と単語の連

続性。その中で私は初めて『フランケンシュタイン』

を知った。またフォークナーの南部アメリカに出会った。

百人一首も、古今和歌集も（苦労しながら）読み解い

ていった。知らぬ間に毎日の通勤時間は至福のひとと

きと化していた。

　最近、敢えて耳栓を外し電車の軋む音を嗜む日もあ

る。それは心にゆとりが出来たからではないかと思う。

砂粒の苦痛が牡蠣に玲瓏な真珠を作らせるように、聴

覚過敏はどうやら私に特別な読書の習慣を作らせてく

れたようだ。この読書の秋には、感謝を込めて乗車し

続けたいと思う。
フェリッペ・モッタ（講師・日系ブラジル移民、移民研究）
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　私の読書スタイルについての執筆依頼がきたときは、

引き受けるかどうか悩みました。というのも、一般的

に読書が好きという方とは少し異なる目的で本を読んで

いるかもしれないと思ったからです。私が読書をする

目的は、新しい知識を得るためです。そのため、私が

読む本は小説よりも科学的なものが圧倒的に多く、日

常生活で興味深い事象に出会ったときに、もっと知り

たいと思いその事象に関する研究・分析をした本を読

んでいます。とりわけ健康について強い関心があり、

例えば最近では「睡眠」がどのように健康に影響を及

ぼすのかという点に興味を持ち、睡眠の仕組みや睡眠

の重要性に関する本を数冊読みました。今回のテーマ

は睡眠についてではないのでここで話をやめておきま

すが、本から得た睡眠に関する知識を日常生活に活か

すようにしています。　

　さて、本題の「読書スタイル」に戻りましょう。私

の読書スタイルは、月並みの回答になりますが、カフェ

で本を読むスタイルです。私がカフェで本を読む理由は

二つあります。

　まず一つ目の理由は、美味しいコーヒーや紅茶を飲

みたいからです。コーヒーや紅茶に含まれるカフェイン

を摂取し、集中して読書に取り組むことができます。

少し休憩をしたいと思った時に甘いものをすぐ注文で

きる点もカフェの良いところです。カフェは、読書をす

るのに最適な場所だと思います。読書をするためによ

く行くカフェはいくつかあるのですが、集中力が切れた

時には、気分転換に別のカフェに行き読書を続けるこ

ともあるので、行きつけのカフェ以外にも読書ができ

そうなカフェを見つけるようにしています。　　

　二つ目の理由は、読書をするための空間を必要とし

ているからです。私はリラックスするための空間とそう

でない空間を峻別したいと考えていて、私にとって前

者は「家」、後者はその他の空間を指しています。冒頭

で述べたように、私が読書をする目的は知識の習得で

あって、リラックスをするためではありません（結果的

にリラックスしている可能性は否定できませんが…）。

そのため、リラックスするための空間である家で読書

をすることは基本的にはありません。私が学生だった

時も、家ではなく大学の研究室や付属図書館で本を読

んでいました。私が家をリラックスするための空間と認

識しているせいか、家ではあまり集中して本を読むこと

ができません。また家にはテレビやパソコンといった誘

惑も多く、私の集中力が保てないときもあります。そ

れゆえに、カフェのように集中して読書をするための空

間を必要としているのです。

　本を読むことによって多くの知識を身に着けることが

できるので、学生のうちにさまざまなジャンルの本を読

み、多くの知識を蓄えることをお薦めします。私の読

書スタイルは上記のようなものになりますが、人によっ

て千差万別の読書スタイルがあると思います。自分に

合う読書スタイルを見つけて、読書を楽しんでみてはい

かがでしょうか。　
ながぬま　たけし（コミュニティ・エンゲージメントセンター）
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　飲み物の「本のとも」ナンバーワンは「コーヒー」でした。次に多かったのは「何

もなし」で、「紅茶」「水」の順でした。昨今の健康志向、節約志向が現れて

いるのでしょうか、意外に少なかったのが「清涼飲料水（ジュース・コーラ等）」

でした。ただし、食品衛生法でいう清涼飲料水とは「乳酸菌飲料、乳および

乳製品を除く、アルコール分が1％未満の飲料」と定義されているので、正し

くはコーヒーやお茶、水も清涼飲料水に含まれます。回答者はジュース・コー

ラをイメージして選択してくださったと思いますが、選択肢の設定が曖昧だっ

たことをお詫びします。

　「その他」の回答に気になるものがありました。「シャンパーニュ」です。le 

champagne のグラスを片手に読まれている本はどんなものでしょうか…、

とても気になります。

　本を読んでいるときには「何も食べない」人が多いことがわかりました。

Ｑ１の飲み物の「何もなし」と合わせて、大切な本を汚したくないという本

に対するリスペクトの気持ちがあるのかなと思いました。

　二番目に多かった「チョコレート」には精神安定、リラックス効果があって、

抗酸化作用で老化防止にも効くそうです。カカオの美味しさをストレートに

楽しめるものはもちろんのこと、洋酒の効いた冬の限定品、宝石のようなフォ

ルムのものなど、一粒で幸せになれるチョコレートは「本のとも」としても

人気がありました。

　本を読むのはやはり落ち着く場所、くつろげる場所なのでしょう。「自宅」

が最も多く選ばれていました。家の中でいちばん落ち着く場所は人それぞれ。

自分の部屋、リビング、あるいは寝る前のお布団の中、お風呂やトイレという

方もいらっしゃるかもしれません。次に多かったのはフェリッペ・モッタ先生の

コラム「無音に揺られて」で登場した「バス・電車内」でした。通勤・通学の途中、

いつもの決まった時間に、お気に入り作家のミステリーや長編時代小説を少し

ずつ読み進めたり、エッセイや短編・読み切りの本を一気に読んでしまったり、

電車やバスのリズムとうまく合えば楽しいひとときになるのは間違いないで

しょう。ちなみに、電車やバスの中で読む時は右手で本を持ってみてください。

つり革や手すりを左手で持って動かすことで右脳が鍛えられ、左脳の理解力も高まって読書に集中できるそうです。

　背中に暖かい陽光を感じられるようなお天気の良い日は、公園のベンチや屋上もいいですね。「その他」の中には公園や屋外という

回答がいくつかありました。

　最後に、もしかしたら世代間で読書スタイルに違いがあるかもしれないと

思ったので、グラフを学生と教職員で色分けしてみましたが、今回は明確な

違いはみられませんでした。敢えていえば、学生は本を読む時に水を飲む人

が教職員より多いとか、学生の方が図書館で本を読んでいるといった傾向が

みられました。もうひとつ、何も飲まず・食べず・音楽も無しで、ちゃんと

椅子に座って勉強や仕事のためにする読書と、心地よいBGMを聴きながら

飲み物や何かしらのスウィーツと共にリラックスして愉しむ読書、大きく二つ

の読書スタイルがあることがアンケートの結果全体からわかりました。

　図書館には「読書」に関する本もたくさんあります。ぜひ一度、足を運ん

でみてください。　　　　　　　　　　　　　　やまさき　その（図書館事務長）

　昨年10月に図書館は「読書スタイルに関するWebアンケート」を実施しました。アンケートに回答

してくださった学生や教職員のみなさま、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。

　回答数は125件で、内訳は学生52％と教職員48％と、ほぼ半々でした。「やっぱり、そうだね」

とか「へえ、そんなことをしているの？」とか、いろいろ興味深いことがわかりました。アンケートの

結果をかいつまんで報告いたします。

　グラフをご覧のとおり「何もなし」が断トツでした。「ハードロック・ヘヴィ

メタル」という強者の回答もありましたが、静かな空間で読書に集中したいと

いう方が多いのは納得です。布施将夫先生のコラム「気晴らしの読書と音楽

鑑賞」に登場するのはクラシックでしたが、意外に学生のみなさんもクラシッ

クを選ばれているのがわかりました。一方、教職員は「演歌」や「アニメ・ド

ラマなんでもOK」などバラエティに富んでいたのは、意外でした。

　一つ気になったのが「勉強用BGM」と注釈が付いていた「lo-fi hip hop」

です。ローファイとは品質を劣化させた音楽のことで、意図的に雑音を入れた

り、音を削り落としたりして、アナログの温もりを感じさせるのだそうです。

コロナ禍の行動自粛や在宅ワークが増えたこともあって、最近とても流行って

いるとのことですが、私は初耳だったので早速、ユーチューブで聴いてみました。なるほど、穏やかでゆったりしていて仕事や勉強の邪

魔にならない、むしろ周りの耳障りな雑音を消してくれるので集中できそうです。40年前の『ハイブリッド読書術』は、大学生が選

んだ読書のBGMナンバーワンはバロック音楽と紹介していました。lo-fi hip hopとバロック音楽、ここでは詳しくは触れませんが、

共通するものがいくつかありました。人が感じる心地よさは時代を経ても変わらないのかもしれません。

　一番多かったのは、「椅子に座って」ですが、これは図書館、自宅、電車

やバスの中、カフェ・喫茶店、どのようなシーンでも可能な姿勢なので当然

かもしれません。「寝転がって」や「床に座っ

て」の場合、Ｑ３の場所の回答は「自宅」、

「立って」の場合はほとんど「バス・電車内」

が選択されていましたが、中には「自宅」

で「立って」という回答もありました。

　電子図書が増えてきていますが、まだまだ学生、教職員ともに「紙の本」

を読んでいる方が多いことがわかりました。また、「両方」を選択した方は、

例えば自宅や図書館では「紙の本」、電車やバス、外出先では「電子図書」

というように使い分けられているのかもしれないと思いましたが、今回のアン

ケートではわかりませんでした。電子図書なら「目が疲れる」、紙の本なら「読

んだ後の処分はどうしよう」など、それぞれ一長一短があります。上手に使い

分ける方法を探っていきたいと思います。
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思ったので、グラフを学生と教職員で色分けしてみましたが、今回は明確な

違いはみられませんでした。敢えていえば、学生は本を読む時に水を飲む人

が教職員より多いとか、学生の方が図書館で本を読んでいるといった傾向が

みられました。もうひとつ、何も飲まず・食べず・音楽も無しで、ちゃんと

椅子に座って勉強や仕事のためにする読書と、心地よいBGMを聴きながら

飲み物や何かしらのスウィーツと共にリラックスして愉しむ読書、大きく二つ

の読書スタイルがあることがアンケートの結果全体からわかりました。

　図書館には「読書」に関する本もたくさんあります。ぜひ一度、足を運ん

でみてください。　　　　　　　　　　　　　　やまさき　その（図書館事務長）

　昨年10月に図書館は「読書スタイルに関するWebアンケート」を実施しました。アンケートに回答

してくださった学生や教職員のみなさま、ありがとうございました。心から感謝申し上げます。

　回答数は125件で、内訳は学生52％と教職員48％と、ほぼ半々でした。「やっぱり、そうだね」

とか「へえ、そんなことをしているの？」とか、いろいろ興味深いことがわかりました。アンケートの

結果をかいつまんで報告いたします。

　グラフをご覧のとおり「何もなし」が断トツでした。「ハードロック・ヘヴィ

メタル」という強者の回答もありましたが、静かな空間で読書に集中したいと

いう方が多いのは納得です。布施将夫先生のコラム「気晴らしの読書と音楽

鑑賞」に登場するのはクラシックでしたが、意外に学生のみなさんもクラシッ

クを選ばれているのがわかりました。一方、教職員は「演歌」や「アニメ・ド

ラマなんでもOK」などバラエティに富んでいたのは、意外でした。

　一つ気になったのが「勉強用BGM」と注釈が付いていた「lo-fi hip hop」

です。ローファイとは品質を劣化させた音楽のことで、意図的に雑音を入れた

り、音を削り落としたりして、アナログの温もりを感じさせるのだそうです。

コロナ禍の行動自粛や在宅ワークが増えたこともあって、最近とても流行って

いるとのことですが、私は初耳だったので早速、ユーチューブで聴いてみました。なるほど、穏やかでゆったりしていて仕事や勉強の邪

魔にならない、むしろ周りの耳障りな雑音を消してくれるので集中できそうです。40年前の『ハイブリッド読書術』は、大学生が選

んだ読書のBGMナンバーワンはバロック音楽と紹介していました。lo-fi hip hopとバロック音楽、ここでは詳しくは触れませんが、

共通するものがいくつかありました。人が感じる心地よさは時代を経ても変わらないのかもしれません。

　一番多かったのは、「椅子に座って」ですが、これは図書館、自宅、電車

やバスの中、カフェ・喫茶店、どのようなシーンでも可能な姿勢なので当然

かもしれません。「寝転がって」や「床に座っ

て」の場合、Ｑ３の場所の回答は「自宅」、

「立って」の場合はほとんど「バス・電車内」

が選択されていましたが、中には「自宅」

で「立って」という回答もありました。

　電子図書が増えてきていますが、まだまだ学生、教職員ともに「紙の本」

を読んでいる方が多いことがわかりました。また、「両方」を選択した方は、

例えば自宅や図書館では「紙の本」、電車やバス、外出先では「電子図書」

というように使い分けられているのかもしれないと思いましたが、今回のアン

ケートではわかりませんでした。電子図書なら「目が疲れる」、紙の本なら「読

んだ後の処分はどうしよう」など、それぞれ一長一短があります。上手に使い

分ける方法を探っていきたいと思います。
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『コーヒーで読み解くSDGs』
617.3‖Kohi

『紅茶列車で行こう！』
619.8‖Tan

『お茶の時間』
596.7‖Ocha

『日本茶の図鑑』
596.7‖Niho

『椅子の文化図鑑』
758.02‖Dam

『図説日本インテリアの歴史』
529.021‖Koi

『京都カフェ日和』
596.7‖Ari

『図解と写真でわかる
教養が身につく！日本の鉄道150年史』

686.21‖Tsu

『美しいチョコレート菓子の
教科書』
596.6‖Dup

『図説デザートの歴史』
383.8‖Qui

『物語のおやつ』
596.6‖Mat

『京都和菓子めぐり』
588.36‖Suz

『100語でわかる
クラシック音楽』

760‖Gef

『すごいジャズには理由がある』
764.7‖Oka

『ポピュラー音楽の社会経済学』
764.7‖Popy
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司書　戸田 奈緒子（とだ なおこ）

　最初に挙げられたのは、「SNSの活用」。学生ではInstagramを利用する人が多く、出席者の中でも大半が利用してい

ることから、図書館広報として一番効果的なツールだろうという意見です。どういう本があるのか分からない人が多いので、

こういう本がある、という情報を見ることが出来れば興味を持ってもらいやすいですね。図書館の

ホームページには、おすすめ本紹介の要素が少ない、という点を補うことも可能です。

　SNSでは、他にも色んなサービスのアピール等もできるので、メリットは確かに大きいと思われ

ます。タグを上手くつけたり、「映え」る写真を載せることで多くの人の目に留まりやすくするのは、

我々の腕の見せ所です。

　また、本を紹介する方法として、簡単な紹介文だけをつけ、中身が分からないように紙で覆った本

を貸し出す「ブラインドブック」や、学科別に月ごとに本を紹介する、といった提案がありました。その他、

アニメ・映画化された本を集めたら本が好きではない人も見るのではないか……など、色々なアイデ

アを出してくれました。実際に図書館を利用している学生の立場からの声はとても参考になります。

　2022 年10月24日図書館第３閲覧室にて、学生有志と図書館職員が、図書館をよりよくするための座談会を行いました。

「学生の皆さんが思っていることや、思いついたことを気軽に話してもらう」のが目的です。

　参加してくださった学生は、以下の通りです。

　レファレンスをもっと周知したらいいと思う、来館すれば必ずメリットがあるということを伝えていくようにしていけば、

図書館を利用する人が増えるのではという意見が出ました。実際、レポート提出間際に慌てて図書館に来て、でも何をど

うしたらいいかいいのか分からない……という人が毎年何人もいます。

　本が好きな人は自分から図書館に来るので、最初はそういった人たちにターゲットを絞り、「この本を探してみよう」等

の体験イベントを行い、徐々に人伝で広めていくのはどうか、というアイデアも出してくれました。図書館に本がたくさん

あることは知っていても、小説などもあることはあまり知られていません。まずは図書館の場所を知り、一度は中に入って

もらうことが重要ですね。

　デジタルだけでなく、アナログ

の意見交換が出来る「交流ノート」

があれば、ちょっとした隙間時間

に、ちらっと一言書けるのである

と嬉しいとのことでした。見知ら

ぬ人との交流、それも何だか楽し

そうです。
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　有名な、研究者、俳優、建築家、作家、翻訳家など

50人それぞれが選ぶ、自分自身の「なつかしい一冊」

を紹介しています。

　本の紹介者一覧から見て、この人のなつかしい一冊っ

てどんな本だろう？と読むのもよし、逆に知っている

本を見つけて紹介者はどんなエピソードを語っている

のか？と読むのもよし。

　この本を読んでいると、紹介されている本が過去に

読んだことがあったとしても、

もう一度手に取ってみたくな

ります。そして、ここから更

に本が読みたくて、うずうず

してしまう一冊です。

（主事/榎本 恭子）

あなたのなつかしい１冊

池澤夏樹 編　寄藤文平 絵
毎日新聞出版社

019.9‖Yor

Book Rev iew

　「夫婦のうちで女だけが子

どもを持てるというのは、す

なわち女は子どもを産むべき

だという意味ではない。言い

換えるならば、女たちの人生

こそ、ずっと重たくて決断が

必要な瞬間があるのだ。私は

何になりたいのか？私はどう

やって生きたいのか？私の人生の優先順位は何なの

か？」

　自分の人生の最終決定権は自分にあり、その決定に

は自分以外の誰の許可も必要でない。

　出生率が「1」を切る現代の韓国で、子どもを産まな

い人生を選んだ著者から、子どもを産むことを悩んで

いる女性たち、母親になることを望まない女性たちへ

宛てたメッセージ。　　　　　　　　（司書/田端 里美）

ママにはならいないことにしました
韓国で生きる子なし女性たちの悩みと幸せ

チェ･ジウン 著　オ･ヨンア 訳
晶文社

367.221‖Che

　「最近、なんだかうまく行か

ない…。」「なんか楽しくない

なぁ…。」という方におすすめ

の本です。

　モノが溢れ、様々な生き方が

ある現代社会において、自分が

考えている幸せとは何なのかを

今一度振り返り、自分にとって

大切なもの、そして手放したほうがいいものは何なの

か、自分が幸せな気持ちでいるためにどのように生き

ていくのが自分にとってベストなのか、を見つめ直す

ことができます。私はこの本を読んでいる最中に藤井

風さんの歌詞「行き詰まった悦び手放すときは今」を

思い出しました。本当の「幸せ」とはなにか、自分にとっ

て本当に「大切」なものは何なのかを今一度振り返っ

てみませんか。　　　（英米語学科3年次生/淺野 天良）

自分を整える
手放して幸せになる40のこと

永松茂久 著
マガジンハウス

159‖Nag

　「本は私が必要とするそのと

きまで、じっと動かず、静か

にそこで待っていてくれる。

人間は信用できない。信用で

きるのは、本、それから犬だ

けだ」（はじめにより1部抜粋） 

　兄の死、認知症の母、そし

てコロナ渦。

　著者のハプニング続きの日々、そんな日々を乗り越

える際の友として共に歩んできた本達を、濃厚エピソー

ドと共に紹介している、読書案内を兼ねたエッセイ集。

　貴方は、一生に一度出逢えるか分からない物語を手

に入れた時の感動を、知っているだろうか？

（フランス語学科3年次生/楠 結衣）

村井理子 著
集英社

914.6‖Mur

　ロシアのモスクワには、ボ

リショイ劇場というヨーロッ

パでも有数の大劇場がありま

す。

　実は、当初そこで上演され

る劇では “音楽” はあくまで

も脇役であり、大きく注目さ

れることはありませんでした。

　しかし、劇場の火事による消失と再建を経て以来、

モスクワっ子の音楽に関する関心が高まり、その中に

稀代の音楽家「ニコライ・グリゴリエヴィチ・ルビンシュ

テイン」が表れます。本書は彼を中心に、モスクワで

活動した音楽家たちが多数登場し、“音楽都市” として

のモスクワの発展を教えてくれる一冊です。

（ロシア語学科1年次生/金森 優作）

モスクワ音楽都市物語
19世紀後半の改革者たち

Ｓ.Ｋ.ラシチェンコ 著　広瀬信雄 訳
明石書店

762.38‖Las

　最近よくメディアで耳にする「多様性」という言葉

ですが、この言葉を聞いて皆さんが想像する社会はど

のようなものですか？

　海外から来ている人々、LGBTQの方々、障害を持っ

ている人達。皆が居心地のいい社会を作るにはどのよ

うな考え方を持っていればよいのだろうか。

　日本の学校の校則では「直毛の黒髪」が前提であるし、

女性は女子力が高い方が素敵とされている。

　この作品は、多様性とは「すべて

受け入れることではない」というこ

と、○○人や性別等で単純にくくら

ないことが大切であると共に一人一

人を個としてみることの難しさや大

切さを教えてくれました。

（グローバルスタディーズ学科2年次生
/コリンズ 帆菜）

サンドラ･へフェリン 著
旬報社

361.8‖Hae

　本書は、イタリア在住15

年 の 日 本 人 イ ラ ス ト レ ー

ターがイタリアの文化、人、

食べ物、考え方を絵と文章

でユニークに綴ったエッセ

イです。

　「休暇は何もしないのが休

暇」「小さな “嫌い” は我慢

せずに伝える」「やりたくないことは“一緒にやろう”」「起

点はいつも私」など。

　まだ見ぬ未来を想像して不安になるとき、周りを必

要以上に伺って自分にブレーキをかけそうなとき、心

を軽くしてくれるお話やイラストが詰まった1冊です。

イタリアの暮らしから学ぶ “ちょうどいいかげん” な生

き方、自分を大切にするヒントが見つかるかも！

（司書/山本 玲奈）

いいかげんなイタリア生活
イタリア在住15年の私が見つけた頑張りすぎない生き方

ワダシノブ イラスト・文 ワニブックス
293.7‖Wad

　鮮やかな写真や図表が目を引く本書は、「木を見て森

を見ず」に陥りがちな私たちを壮大な空間と時の流れ

へと導き、全ての存在・現象は影響し合う相互関係に

あること、そして、大局的な視点をもつことの大切さ

に気づかせてくれます。古い時代の手書きの図表・地

図から最新の衛星写真までを駆使して地球環境の変動

について解説した本書は、まさに時代や分野を超えた

相互協力関係の賜物といえます。

　また、本書の制作に不可

欠だった、過去の情報を現

在にまで伝える役割を図書

館が果たしていることにつ

いて謝辞に述べられている

のは、司書として嬉しいこ

とです。

（司書/奥田 一美）

世界環境変動アトラス
過去・現在・未来

ブライアン･ブーマ 著　柴田譲治 訳
原書房

519‖Seka

図書館の新着図書より

本を読んだら散歩に行こう

ほんとうの多様性についての話をしよう
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れることはありませんでした。

　しかし、劇場の火事による消失と再建を経て以来、

モスクワっ子の音楽に関する関心が高まり、その中に

稀代の音楽家「ニコライ・グリゴリエヴィチ・ルビンシュ

テイン」が表れます。本書は彼を中心に、モスクワで

活動した音楽家たちが多数登場し、“音楽都市” として

のモスクワの発展を教えてくれる一冊です。

（ロシア語学科1年次生/金森 優作）

モスクワ音楽都市物語
19世紀後半の改革者たち

Ｓ.Ｋ.ラシチェンコ 著　広瀬信雄 訳
明石書店

762.38‖Las

　最近よくメディアで耳にする「多様性」という言葉

ですが、この言葉を聞いて皆さんが想像する社会はど

のようなものですか？

　海外から来ている人々、LGBTQの方々、障害を持っ

ている人達。皆が居心地のいい社会を作るにはどのよ

うな考え方を持っていればよいのだろうか。

　日本の学校の校則では「直毛の黒髪」が前提であるし、

女性は女子力が高い方が素敵とされている。

　この作品は、多様性とは「すべて

受け入れることではない」というこ

と、○○人や性別等で単純にくくら

ないことが大切であると共に一人一

人を個としてみることの難しさや大

切さを教えてくれました。

（グローバルスタディーズ学科2年次生
/コリンズ 帆菜）

サンドラ･へフェリン 著
旬報社

361.8‖Hae

　本書は、イタリア在住15

年 の 日 本 人 イ ラ ス ト レ ー

ターがイタリアの文化、人、

食べ物、考え方を絵と文章

でユニークに綴ったエッセ

イです。

　「休暇は何もしないのが休

暇」「小さな “嫌い” は我慢

せずに伝える」「やりたくないことは“一緒にやろう”」「起

点はいつも私」など。

　まだ見ぬ未来を想像して不安になるとき、周りを必

要以上に伺って自分にブレーキをかけそうなとき、心

を軽くしてくれるお話やイラストが詰まった1冊です。

イタリアの暮らしから学ぶ “ちょうどいいかげん” な生

き方、自分を大切にするヒントが見つかるかも！

（司書/山本 玲奈）

いいかげんなイタリア生活
イタリア在住15年の私が見つけた頑張りすぎない生き方

ワダシノブ イラスト・文 ワニブックス
293.7‖Wad

　鮮やかな写真や図表が目を引く本書は、「木を見て森

を見ず」に陥りがちな私たちを壮大な空間と時の流れ

へと導き、全ての存在・現象は影響し合う相互関係に

あること、そして、大局的な視点をもつことの大切さ

に気づかせてくれます。古い時代の手書きの図表・地

図から最新の衛星写真までを駆使して地球環境の変動

について解説した本書は、まさに時代や分野を超えた

相互協力関係の賜物といえます。

　また、本書の制作に不可

欠だった、過去の情報を現

在にまで伝える役割を図書

館が果たしていることにつ

いて謝辞に述べられている

のは、司書として嬉しいこ

とです。

（司書/奥田 一美）

世界環境変動アトラス
過去・現在・未来

ブライアン･ブーマ 著　柴田譲治 訳
原書房

519‖Seka

図書館の新着図書より

本を読んだら散歩に行こう

ほんとうの多様性についての話をしよう
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in アイルランド

私は、2022年度派遣留学Aでアイルランドのダブリ

ンシティ大学に9月から留学しています。期間は1学期

間と短いのですが、初めてのアイルランド、寮生活、

授業を楽しんでいます。今回、このページでは私の留

学先であるダブリンシティ大学の図書館を紹介します。

ダブリンシティ大学にはGlasnevin･Campus、St.･

Patrick’s･Campus、All･Hollows･Campusの3つ の

キャンパスがあります。それぞれのキャンパスに一つ

ずつ図書館があるため、生徒は3つの図書館を自由に利

用することができます。私は履修している授業と住ん

でいる寮がGlasnevin･Campusにありますので、そち

らにある図書館、O’Reilly･Libraryがどのような図書館

なのかを詳しく見ていきたいと思います。

O’Reilly･Libraryは主に看護、ビジネス、科学、数

学、エンジニア、法律、そしてコミュニケーションの

分野に関連した書物が収蔵されています。これらの分

野はGlasnevin･Campusに通う生徒の学科に沿った

ものであり、その他の分野の本は残り二つのCregan･

Library･（St.･Patrick’s･Campus）、Woodlock･Hall･

（All･Hollows･Campus）に所蔵されています。外観は

ガラス張りで、スタイリッシュなデザインの図書館で

す。京都外国語大学付属図書館と

同様に学生証を使って入館します

が、退館するときにも学生証をか

ざす必要があります。

京都外国語大学付属図書館との

大きな違いは4つあります。まず

は開館時間です。ダブリンシティ

大学の三つの図書館では開館時間

が時期によって変化します。基本的には長期休みなど

の休暇期間は平日と土曜日に9時から17時まで開館し、

授業期間には開館時間が20時まで伸びます。さらに各

学期に設けられているテスト期間が近づくと、図書館

は平日のみ9時から24時まで開き、テスト期間に入る

と土曜日に加えて日曜日も17時まで開館するのです。

学生がテスト期間に集中して勉強できるよう、日付が

変わる時間まで開いているなんて驚きですよね。

次に紹介するのは貸出返却のシステムです。京都外国

語大学付属図書館では、カウンターに持っていき職員さ

んに手続きをしてもらう方法と自動貸出機を使って自分

で行う方法の二つがあります。しかし、ダブリンシティ

大学の図書館では自動貸出機のみを使って、本の貸出・

返却を行います。もちろん図書館には職員の方もいらっ

しゃいますが、書庫にある本の貸出やレファレンスサー

ビスを利用するときなどに手伝ってくださいます。学生

証のみで貸出返却は完結するため、かなり効率的ですね。

また、本の所蔵スタイルも異なります。京都外国語

大学の図書館では「本」がたくさん所蔵されており、

現状オンラインで閲覧できるe-booksの方が比較的少

ないのではないでしょうか。ダブリンシティ大学の図

書館はその逆で、実物の本を借りることよりもonline･

ダブリンシティ大学
図書館紹介

宇野 ひかり
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booksを借りることが主流となっています。そのため

図書館の広さに比べて本や本棚の数は比較的少ない印

象を受けました。こちらでは、どうしても紙媒体で読

みたいときに本を借りるという認識のようです。

本や本棚の代わりに大きく取られているのは自習ス

ペースです。これが4つ目の違い

です。O’Reilly･Libraryは3階建て

で、フロアごとに自習スペースが

設けられています。1階のスペー

スでは会話が可能で、少人数で一

緒に勉強をしたいときに利用しま

す。2階と3階は会話を控えるよう

促されているスペースのため、一

人で集中して勉強することができ

ます。特に2階と3階のスペースは

机が一人用に区切られており、それぞれにコンセントも

備え付けられています。テストや課題は主にオンライン

で提出しますので、まさに勉強するのにぴったりの環境

がそろっていると言えます。

いかがだったでしょうか。外国の大学図書館には私

も初めて行きましたが、本を読むというよりも勉強す

るための場所だなと感じました。皆さんももし留学へ

行く機会があれば、ぜひ大学の図書館へ行き、違いを

楽しんでみてください。
･ うの　ひかり（英米語学科4年次生）



非常勤講師　東村 紀子先生（大阪大学 招聘研究員）

紹介本：Erik Millstone, Tim Lang著
　『食料の世界地図』
羽場久美子編著
　『移民・難民・マイノリティ』
カトリーヌ・ヴィートル・ド・ヴァンダン著
　『地図とデータでみる移民の世界ハンドブック』

　「天高く馬肥ゆる秋」－そんな季節の10月は国連
の「世界食料デー」月間でもあります。「国際政治
学は難しい」？いえいえ、皆さんにとって身近な食
卓から始まるといっても過言ではない国際政治学の
世界を訪ねてみましょう。

すべては食卓から─食料から見る国際政治─

図書館最新情報

2図書館主催イベント「耳で読む時代小説」
　11月28日、4号館6階にて直木賞作家/歴史小
説家の澤田瞳子先生と、東映京都俳優部/東映剣会
の堀田貴裕氏をお招きしたイベントを開催しまし
た。
　堀田氏による澤田先生の著作『京都はんなり暮し』
と『落花』の朗読、お二方によるトークセッション
は大盛況のうちに終了。多くの方にご参加いただき
ました。
　イベントの様子は、ホームページで公開しています。

川島智生 著
『NISSHA本社工場の淵源 : 1898-1948 : 明治期煉瓦造
の工場建築史』　　　　　　　　　　　　　 （NISSHA）

京都華頂大学教授 川島 智生 氏より

西田部洋
『物語の共同体』

（能登印刷出版部）

富山大学教授 西田部 洋 氏より

花村嘉英 著
『計算学入門 : シナジーのメタファーの原点を探る』

（星雲社）

花村 嘉英 氏より

原田大介 著
『インクルーシブな国語科教育入門』

（明治図書）

関西学院大学教授 原田 大介 氏より

エーリカ・マン, クラウス・マン 著 ，前川玲子 訳
『生への逃走』

（松籟社）

本学 キャリア英語科 布施将夫 教授より

edited by Yoshitaka Miike and Jing Yin
『The Handbook of Global Interventions in 
Communication Theory』　　　　　　　（Routledge）

本学 キャリア英語科卒業生 三池 賢孝 氏より

吉田一穂 著
『ヴィクトリア朝時代の文学 : 社会・アイデンティティ・
ジェンダー』　　　　　　　　　　　　　　　　（英宝社）

吉田 一穂 氏より

丸山俊明 著
『京都の歴史と消防 : 千年都の都市防火性能』

（大龍堂）

びわこ学院大学短期大学部教授 丸山 俊明 氏より

ジョゼ・ルイス・ペイショット 著，細山田純子 訳
『無のまなざし』

（現代企画室）

駐日ポルトガル大使
ヴィットル･パウロ･ダ･コスタ･セレーノ 閣下より

Masami Usui 著
『A passage to self in Virginia Woolf’ s works and 
life』　　　　　　　　　　　　　　　　（Gendaitosho）

同志社大学教授 臼井 雅美 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
図
書
案
内
　
２
０
２
２
年
12
月
現
在

1ブックトーク
第3弾ブックトークを10月31日（月）にアジア関係図書館閲覧室で行いました。テーマは「SDGs」。
今回も発表後は、オーディエンスを交えての座談会はとても盛り上がりました。

第4弾ブックトークは12月7日（水）、人権週間2022「共生～ともにいきよう～」の
一環として、人権教育啓発室と共催で行いました。テーマは「共生：人種問題・国際紛争・
平和」。学生スピーカーの山内明日香さん、森部邦昭さんに加え、ゲストスピーカーとして
宗田勝也氏をお迎えしました。ホームページで、当日の様子を公開しています。

英米語学科4年次生　森部 邦昭さん

紹介本：中田英寿監修著『に・ほ・ん・も・の』
三浦春馬著『日本製』

　「SDGsとは?」その答えのヒントは、日本に古く
からある暮らし方の智慧や技術に隠れているのかも
しれません。ふたりの日本人が「ほんとうの日本」
を知るために47都道府県を旅して感じたものとは
いったい。

ほんとうの日本とSDGs

図書館職員　黒川 瑞花さん　

紹介本：エリザベス・L・クライン著
　『シンプルなクローゼットが地球を救う :
 　　　　　　　　　ファッション革命実践ガイド』
　『ファストファッション : クローゼットの中の憂鬱』
サフィア・ミニー著
　『NAKED FASHION ： ファッションで世界を変える』

　近年注目されている、エシカル・サスティナブ
ルファッション。やってみたいけど難しそう、自
分の趣味と合わなさそう…と考えていませんか？
実はとっても簡単で、どんなライフスタイルや個
性にも活かす事が可能です！その方法を皆さんに
紹介します。

人や地球に優しく “お洒落” になろう
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ミーティング●毎週木曜日の昼休みにミーティングを行い、活動について意見を交換しています。
ブックハンティング●８月１日に丸善京都本店にてメンバーが予算３万円以内で本を選びました。選んだ本は後日展
示しました。
学生選書の展示●11月1日から1ヵ月の間、４号館１階にてブックハンティングで選んだ本から何冊かピックアップ
し、選んだ理由や感想を展示しました。
ブックトーク●決められたテーマに沿って本を選び、なぜその本を選んだのかを発表しました。学生のほか、教員や
図書館職員も参加し、選んだ本に対する思い思いの気持ちを語りました。
館報●館報担当班がL.E.M.コーナーでおすすめの本について紹介しました。今後もこちらのコーナーで活動を発信し
ていきます。
Instagram●SNS担当班が図書館のお知らせや、L.E.M.の活動を発信しています。11月17日には初のインスタラ
イブを行い、４名のメンバーがブックハンティングで選んだ本の中から数冊紹介しました。

　昨年度から始まったL.E.M.の活動も２年目となりました。今年度は新たな試みや昨年度に行った活動を更にパワー
アップし、活動内容を広げました。
　来年度はもっと学生の皆さんに図書館について知ってもらい、利用者数が増加するよう、L.E.M.は外大図書館をもっ
と盛り上げていきます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ばっしー）

今年度の活動もとても楽しかったで
す。私たちの活動を通して、図書館
や本に興味がある学生が少しでも増
えたならとても嬉しいです。

（グローバル観光学科4年次生）

今年度も無事に
ブックハンティングをする
ことができ、展示ができて
よかったです。皆で楽しく、
自由に活動できました。

（日本語学科２年次生）

ブックハンティングを経験できたの
がすごくよかったです。L.E.M.の
新しい企画があるのでぜひ楽しみ
に、図書館に本を見に来てください。

（英米語学科1年次生）

継続して行ってきたブックハンティング
だけでなく、Instagramでの発信に力を
入れて活動をしてきました。少しずつ皆
さんに知って頂けると嬉しいです。

（グローバル観光学科3年次生）

良かったことは、ブックハンティングに参加できたことです！
自分が選んだ本を私の友達も買ってくれたみたいで、反響があ
り嬉しかったです。「センスいいね」と言われました！
反省点は、学生主体ではなく、職員の方々が率先して動いて下っ
ていたことです。また、議事録などを全部お任せしてしまって
いたので、学生で出来たら勉強にもなるし
経験になるのではないかなと感じました！ （英米語学科3年次生）

メンバーとブックハンティングや展
示、ブックトークなど色々大変だっ
たけど楽しく活動することができて
良かったです。

（イタリア語学科3年次生）

L.E.M.として活動したこと
で本のことを考える時間が
増えて、もっと本が好きに
なりました。

（英米語学科１年次生）

2022年度も終わりに近づき、
今年の活動をメンバーに振り返ってもらいました。

18 GAIDAI BIBLIOTHECA No.235
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本学図書館には外国で出版された歴史的、文化的に稀少な資料だけでなく、江戸時代や明治時代を中心に国

内で出版された資料も数多く所蔵しています。特に諸外国との交渉や、交流によってもたらされた言語や文化

などに関する資料を「我が国の対外交渉史料」というカテゴリでコレクション化をしています。今回はそのコ

レクションの中から明治期に出版された西洋料理についての資料を2冊ご紹介します。

1冊目は1872（明治5）年に出版された敬学堂主人著『西洋料理指南』です。絵入りの序文につづいて、

本文上下2冊2巻からなり、本書編集の目的については、西洋料理から学びとって健康増進・体格向上をはか

ること、欧米旅行をする際のテーブル・マナー等に精通すること、調理法を学ぶことなどが挙げられています。

料理だけでなく調理用の道具なども図示されていますが、フライパンを「鉄葉」と呼ぶなど定着した呼称が当

時はまだなかったことが窺えます。

次に紹介するのは『西洋料理法獨案内』です。この書物は『西洋料理指南』出版から14年後の1886（明

治19）年に近藤堅三の編纂により出版されました。「料理法」や「菓子類」など10篇から構成されており、

掲載されている食材の紹介や料理のレシピがより充実したものとなっています。さらに、巻末には附録とし

て「西
せい
洋
よう
筵
えん
会
かい
儀
ぎ
式
しき
概
がいりゃく
略」があり、西洋の会食について詳細に紹介されています。因みに本書ではフライパンは

「銕
いり
鍋
なべ
」と呼ばれています。なお、この資料は国文学資料館ウェブサイトの「近代書誌・画像データベース」

でご覧いただくことができます。

文明開化によってもたらされた西洋料理について記されたこれら二つの資料は、当時の人たちにとって新鮮

であった西洋料理に対する深い関心を示す貴重な資料です。そして西洋料理のみならず外国の文化を紹介・出

版するためには高い語学力が必要であり、詳細に西洋文化を紹介した両書を出版した敬学堂主人と近藤堅三の

どちらもが英語に堪能であったこと、それゆえに出版を成しえたことを示しています。すなわち、これらの資

料は言語を学ぶことの大切さ、素晴らしさを伝えているのです。

･ みやすぎ　ひろし（管理運営課長）

『西洋料理指南』2冊
･（東京,･1897）

『西洋料理法獨案内』
（大阪,･1868）
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「鐘鼓楼からそう離れていない南西方に、有名な什刹

海がある。 “海”とはいっても、実際は浅い湖で、湖面

の半分には蓮が植えられ、あと半分は田んぼになって

いる。この “海”のまわりには昔、寺院や廟がたくさん

あったので、什刹海と名づけられたという。什刹海は

また前海と後海に分かれ、二つの “海”にはさまれたと

ころに、銀錠橋と呼ばれる小さな石橋がある。橋のた

もとには、豆汁を売る小さな店が一軒あった。‘豆汁’は

豆乳とはちがう。それは春雨を作るときにできる残り

汁である。こう聞いただけでも、どんなにお粗末なも

のかわかるというものだが、それをさらに発酵させて、

渋い酸味のあるものにしたのが、豆汁である。」（劉心

武著、蘇琦訳『鐘鼓楼』（北京下町物語）

恒文社1993）

コロナ禍が始まってからほぼ三年、

妻の実家がある北京へは帰省していな

い。私たち夫婦の家は什刹海に近い鼓

楼西大街にある。八十を過ぎた義理の

母も近所に住んでいて、妻の弟夫婦が

面倒を見ている。北京にいるときはほ

ぼ毎日のように、湖面からそよぐ風

を感じながら、妻と什刹海のまわりを

散歩したり、自転車で駆け抜けたもの

だった。

北京の伝統的な住居「四合院」には何家族もの人々

が住む。そこに暮らすさまざまな人物がかかえる問題

を織りまぜながら、庶民生活の喜怒哀楽と風俗を生き

生きと描いた『鐘鼓楼』の作者・劉心武は既に八十歳

になった。劉心武は少年時代、北京王府井から北に歩

いて約1.5キロ隆福寺のすぐ隣、銭糧胡同に住んでい

た。隆福寺の東側には映画館が三軒あって、小学校に

通うころから外国映画を見始めた。高校生になると通

学路に北京人民芸術劇院があって、三年間、ほとんど

の演目を見た。「わが家は文学・芸術の雰囲気に包まれ

ていた、兄弟はみなそれが好きだった。」さらに両親の

教育理念について、劉心武は「無意識の薫陶は意を尽

した育成よりより重要である。」と言う。父親の枕元に

は買ってきた『増評補図石頭記』（紅楼夢）や線装本『浮

生六記』があって、父親がいないとき、取り出しては

目を通した。母親は生涯日記をつけていて、毎日大量

の本や雑誌を読んでいた。『紅楼夢』の作中人物や事柄

については内容を熟知していた。

卒業後、劉心武は名門校である北京第十三中学に配

属された。1960年、願いがかなって『人民日報』副

刊に文章を発表し、間をおいて『中国青年報』にも散

文が相次いで掲載された。劉心武は “劉瀏” というペン

ネームをよく使用し、そのことを同僚に話したことは

なかった。その頃、冬はことのほか寒く、住まいの平

屋は什刹海に面していて、小さな窓の

外、後海は氷が裂けて、響き渡る音が

止まなかった。ベッドに横になって、

いつまでも眠れない時は、ペンを取っ

て、悶々とした、ひっそりした冬の夜

を過ごすしかなかった。

1984年、劉心武はまる一年をかけ

て、『鐘鼓楼』を執筆した。作品はその

年の雑誌『当代』第５期と第６期に掲

載された。翌年、人民文学出版社から

出版された単行本を開くと目次の前に

「流れゆく時の中で、歴史を感じとった人々に、これ

を捧ぐ」と記載されている。鐘鼓楼は時間であり、空

間である。両者はより大きな概念すなわち歴史を牽引

する。小説は薛家の結婚の祝い事から始まる。北京の

市民生活の景観が1982年12月12日の一日に固まっ

ている。劉心武はささいな出来事を通して、歴史は流

転することを切々と語ろうとしたのだ。劉心武はさら

に言う。「歴史の記載は残酷である。多くの普通の人々

をふるいにかけてしまう。」「歴史は骨組みである。往々

にして血と肉が不足してしまう。文学は歴史に鮮やか

で生き生きとした補給をするのだ。」

･ かげやま　たつや（非常勤講師・中国文学）
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江戸幕府第２代将軍の徳川秀忠は、幕府の開設者で

ある父の家康や「鎖国」体制を完成させた嫡子の家光

に比べ、その業績や人物像が広く知られていないよう

です。東京大学史料編纂所教授の著者は、史料や複数

の研究者の書籍・論文を基に、秀忠の政策や手腕、人

物像を分析しています。

幕府の正史である『台
たい

徳
とく

院
いん

殿
でん

御
ご

実
じっ

記
き

』によれば、秀

忠は「なにごとも家康の意に背かず、いささかも縦
じゅう

恣
し

（勝手気まま）の挙動がなかった。そのため、仁柔に過

ぎると思う者もあった」といいます。仁柔とは「律儀」

という意味ですが、その「律儀」さは、彼にとって初

陣となる関ケ原の合戦でも顕著に表れています。この

合戦に彼は遅参し、家康の勘気を買ってしまいますが、

原因は遅参によるものではありません。

秀忠は合戦に遅れまいとの一心で、3万の軍勢を急が

せるも、西軍の真田親子の調略や長雨による悪路で間

に合う見込みがなく、やむ無く軍勢を放棄し、自ら少

数の部隊を率いて向かいました。しかし、もし家康の

東軍が敗北すれば、少数の秀忠たちは西軍の掃討作戦

や落ち武者狩りに遭っていた危険性があり、家康はこ

の無謀な行為に怒ったのです。この件は秀忠の姿勢に

少なからず影響することになりました。

家康の死後、名実ともに将軍となった秀忠は、豊臣

方の有力大名だった福島正則や大大名の最
も

上
がみ

義
よし

俊
とし

のみ

ならず、甥に当たる松平忠
ただ

直
なお

や家康の代からの側近だっ

た本多正
まさ

純
ずみ

にまで改易を命じました。これらの果断な

処置は、諸大名を戦慄させたといいます。これらの処

分について「自分が軽んじられているという屈折した

感情が背後にあったかもしれない」と著者は見ていま

すが、それは初陣での失態を始め、戦で目立った武功

を立てられなかったことに起因しているのかもしれま

せん。ただ、正則を改易に処した理由については「本

丸だけを残してそのほかを破却せよと命じたにも拘ら

ず、正則は上石だけ取り除き、ほかは手を付けず数日

を無駄に送ったこと」と言っており、秀忠自身の「律儀」

さも少なからず影響しているようです。

しかし、秀忠の「律儀」は必ずしも融通が利かない

ものではありませんでした。家康からのキリシタン禁

令においては「たとえ如何なる事情があろうとも、領

国内にも家臣の中にも一人でもキリシタンがいてはな

らぬ」「国内に留まる宣教師は全て処刑する」と厳命を

下す一方、事件が表面化するまでは積極的には動かず、

むしろ宣教師たちが自発的に国を出て、キリシタンた

ちが自発的に信仰を捨てることを期待したものでした。

中国船以外の外国船の入港地を長崎・平戸に限定した

ことは、家光の治世における「鎖国」体制の前提にも

なりましたが、ヨーロッパとの貿易そのものは継続し

ていました。御所へ定期的に上洛・参内し、後陽成天

皇とその子・後水尾天皇の不和の仲介を試みるなど、

朝廷に対しては融和的な政策を取っていました。家光

に将軍職を譲り大御所となってからは、室町幕府の故

事に倣い、大名への信頼を示すことで将軍への忠誠心

を強めるため、大名屋敷を頻繁に訪問するなど秀忠独

自の政治手法も展開しました。

良くも悪くも「律儀」な２代将軍秀忠。本書はそん

な彼の、時として行き過ぎた「律儀」さに批判を加え

つつも、父・家康の政策を引き継ぎながら、年寄（老中）

が合議して政務を行う体制の確立や前述の中国船以外

の外国船の入港地を長崎・平戸に限定するなど、以後

の幕府制度を大きく方向づけた政策を打ち出したこと

を評価しています。

･ いながき　ひろゆき（司書・主事）
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休日の昼下がりなど、本を読みふけっていると、辺りが
暗くなりかけているのにも気付かないことがあります。遠
くから寺の時鐘が聞こえてきて、ようやく日が暮れかかっ
ている現実に引き戻されます。晩鐘を「本のとも」として、
と言うと聞こえはいいですが。
時鐘が全国に普及する以前、庶民にとって時を知るの
は簡単ではなかったでしょう。当館所蔵の貴重書の中に、
小川友忠という出雲藩士/蘭学者が著した西洋時計活用マ
ニュアル『西洋時辰儀定刻活測』（天保９年・1838年刊）
があります。日本各地ごとの太陽の高度や、明るさ、星の
見え方などを手掛かりに時刻を知る方法も紹介しています
が、曇天雨天、月が明るい夜にはそれもむつかしいという
ようなことが書いてあります。
実は時の鐘は江戸時代に制度化され「城の鐘」「寺の鐘」

「町の鐘」というふうに、責任分担が定められました。それ
ぞれの時報がどのように行われ、それがどうやって江戸か
ら全国に普及したかという話はとても魅力的で面白く、日
本人と時間との関係について示唆する情報も多いのですが、
ここでは涙を吞んで割愛します。ただ、中央の時報システ
ムが全国に行き渡っていた国は、同時代の世界では稀だっ
たことは確かです。江戸市中９箇所にあった町の鐘もその
ほとんどが消えてしまいました。東京地下鉄小伝馬町駅近

くにある十思公園に、宝永８･（1711）･年鋳造の「石町時の
鐘」がただひとつ遺っていることだけ記しておきましょう。
時を管理する、というのは、統治者にとって権威を裏付
け、補強するものでした。古く中国には機械仕掛けの漏刻
が存在しましたし、日本の古代王朝でもそれを何とか導入
定着させようとした事がありました。アニメ「ルパン三世
/カリオストロの城」（1979年劇場公開）では、公国の富
と権威の象徴として時計台が印象的に使われます。ヨー
ロッパの古い町々の城門や広場付近には町の象徴としてお
おきな時計や凝ったカラクリ時計があって、今も大切に管
理されているものがあります。統治者が時を管理し、それ
にしたがって日常を送る住民、という図式がそこにはあっ
たのです。
つまり、権威の象徴として、時の支配は重要なものだっ
たのです。
日本に話をもどすと、時代が明治に入ってもなお、その
初期には時報と権威とは濃い関係にあったと思われます。
例えば、京都では町組が設立する小学校にはほぼ必ず太鼓
楼があって、周辺地域への時報を担当していました。Web
版「図書館長のおもちゃ箱/四条通今昔散歩（第２回）」で
も祇園町の小学校の太鼓楼について触れました。初期の
京都の小学校は民間が出資して設立したものではあります
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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。

が、やはり教育機関が時報を担っていたという段階では小
学校の権威の象徴としての意味もあったことでしょう。
明治も時代が進み、写真絵葉書が登場し普及する頃、四
条通りには必ずと言ってよいほど登場する時計塔がありま
した。高層建築が少なかった街並の中では、背の高い時計
塔はかなり目立つランドマークになります。それらの中か
ら、2種類の時計塔を写した絵葉書を紹介しましょう。
冒頭の写真は、鉄筋コンクリート造り、優雅なアーチ橋
として架け替え完成直後の四条大橋を東南から西向きに撮
影した絵葉書です。大正２年頃でしょうか。加茂川対岸、
橋を渡ったところには四条小橋があるのですが、その手前
北側角にあったのが村田時計店で、その時計塔が絵葉書の
中にしっかりと姿を留めています。

［写真１］「京都四條磧納涼」は、ひしめく如くに設えた
川床の灯火が水面に映り込む夕暮れの情景を写した絵葉書
です。近景にはっきり写っている木造橋は通称竹村屋橋と
いう、私設の橋です。四条大橋のひとつ川上にあったこの
橋は、今は存在しませんが、両岸には当時の橋の基部が遺っ
ています。また、人の集まるところには必ずと言ってよい
ほど掲げられた仁丹の電照大看板も見えています。余りに
大きいのであちこちで景観問題になったほどです。この写
真でも、村田時計店の時計塔はくっきりと夕空に浮かび上
がっていますね。
［写真２］「（京都）四條通り」は京都四条御旅町（寺町
四条）附近を東向きに撮影したものです。「京都四条磧納
涼」の10年ほど後の光景と思われます。四条通り南側に
家邊徳時計四条店の時計塔が見えています。その隣に祇園
まつりの鉾を模した建築が建つまでは、遠くからもよく見
えたことでしょう。この時期の御旅町を写した絵葉書には
定番として登場するアイテムです。家邊徳時計店と言えば、
三条富小路東南側に明治４（1871）年、家邊徳之助（初
代）によって建てられた家邊徳時計店本店が京都でもっと

も古い時計塔建築だったと思われます。最初の建築は京町
家の大屋根の上に載せたような時計塔でした。その後明治
23（1890）年に煉瓦造りの洋風建築として増築され、そ
の際にも改築された立派な時計塔は今は喪われましたが、
建物は現在も同位置にあり、国登録有形文化財に指定され
ています。四条店のほうの時計塔建築は、昭和大恐慌のこ
ろ人手に渡り、遺っていないのは残念です。
このほかにも京都市内にはいくつもの時計塔建築があり
ました。学校を除けばそれらはほとんどが時計店の塔でし
た。ですから、この種の時計塔を看板建築の延長として捉
えることもできるでしょう。しかし、私はちょっと違った
意味づけを考えています。
時の秩序が権力者の支配にあった段階から、大衆の日常
へと移行しはじめるプロセスをそこに読み取れるのではな
いかと思うのです。それは統治者の権威を示すものではな
く、地域や町の象徴としての存在でもありました（時代は
降りますが、映画「ゴジラ」･（1954）で、銀座四丁目の
服部時計店時計台が破壊されるシーンは、東京の人にとっ
てはその意味でも喪失感を与える効果があったことでしょ
う。余りに衝撃的だったため服部時計店から東宝映画会社
に自社ビルを写すなと言う抗議があったという話も伝えら
れています）。
やがて時計は柱時計、懐中時計、腕時計と、個人の持ち
物として普及して行きます。そして現在、時間は完全に個
人管理のものとなったようです。
京都市内あちこちにあらわれた時計塔建築は、近代大衆
文化がこれから花開いて行こうとする時代の、まさに象徴
的な建築だったと言えるのではないでしょうか。
･ ひぐち　じょう（教授・日本文化史）

本学所蔵関連図書
①小川友忠『西洋時辰儀定刻活測』,･1838
②丸山宏,･伊從勉,･高木博志編『みやこの近代』思文閣出版,･2008
③角山榮『時計の社会史』吉川弘文館,･2014

［写真１］「京都四條磧納涼」

［写真２］「（京都）四條通り」
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