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次ページへ
つづく

多くの大学で「授業中の私語」や「学生の集中力のなさ」が問題視されるようになり、大学教員は
このところ頭を悩ませている。学会に行くと必ず大学教員間でこのことが話題になる。なぜ？　
いつ頃から？　日本の大学生はこのようになり、大学教員が学生の私語対策や学習への
興味づけ（動機付けではない）に四苦八苦しなければならなくなったのであろう？と特に
教育学を主研究とする者には無視できない現象なのである。その一因は「本を読まない」
「活字と付き合う時間が少ない」ことにあるのではないかと私は考えている。

幼稚園では先生が読まれる絵本にあれほど熱心に見入り聞き入りしていたではないか、
小学校でも図書館の本貸し出し月間とかがあって小学３年生４年生が競って図書館の本を借
り出して読んでいたではないか。年間100冊読んだ子もまれではなかった。中学生ともなれば、

読書コンクールに読書感想文を応募したではないか。私は中学校・高校時代に「読書部」に入って
いて、O社の読書感想文コンクールに応募して銀賞の楯をもらったことを記憶している。今でも、同じよ
うなことが幼稚園・保育所、学校で行われていると思う。私たちは、人生のいつ頃から、読書から遠
のき、活字文化離れになっていくのであろうか、研究対象としては、マイナスの意味で興味を感じる。
わが人生を思い起こせば、高校や大学での入学式の挨拶で校長・学長が「皆さん、大いに読書に
親しんでください。書物には親友を得ると同じくらいの重みのある人生の伴侶を得ることができます」と
口を揃えたように説教をされた。そして必ず、「そのためには図書館を大いに活用してください」とも。

私事で恐縮だが今年の夏休みは、山崎豊子氏の本に連日浸りこんでいた。『運命の人』が時の話
題を呼んだこともあって、同書の他に『沈まぬ太陽』『華麗なる一族』など買い込んだ。どの長編小
説も日本の経済・社会問題の腐敗と正義を扱っていて、実に面白い。大学医学部の内部の縦社会の
問題を赤裸々にした『白い巨塔』も懐かしい。著者の山崎さんは、女性としては数少ない社会派小
説家として注目したいし、作品の多くが事実調査や証言に基づくもので、その徹底した調査姿勢のエ
ネルギーには、研究者としても惹かれるものがある。大正14年生まれで今年84歳と聞くとなお作者の執
念に敬服する。
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本エッセイのテーマに「問いと答えの間を長くする」と書いたが、山崎作品の多
くは、他の有名小説と同様にドラマ化されているので、ドラマや映画を観れば簡単にストー

リーはわかる。しかし、文章を追いながらページをめくりストーリーを推測する心地よさ、そして、
登場人物を自分でイメージ化する楽しみは、画像では得られないものがある。長編を読むには確
かに時間はかかる。しかし、いつの間にか「飽きっぽい自分が、何かに集中している」こと「活字を追
い続ける耐性をもっている」ことに気づく。途中で気になる最後のページは開かないように心がける。

今の大学生たちが授業中に私語をしたり集中力に欠けている大きな原因の一つに「活字離れ」「本を
読まないこと」があるのではないかと冒頭に書いたが、そのためか、学びの姿勢の根底に「すぐに、答
えを求めようとする」せっかちさがあるように思う。事実「前置きなんかどうでもいいから、早く正答を教
えてよ」と学生に迫られた時には愕然とした。「○○を知るために何か良い本はありませんか」と聞いて
くる学生がいる。「良い本って？」と、聞き返したくなる。「ひとつの情報を得ようとして10冊探して、その
うち１冊が当たれば上々ではないの？」と返して、自分で本を探しページをめくってみることを勧めることに
している。もちろん、情報化社会の進展によって、パソコンのボタンひとつで世界中のありとあらゆる情報
が入手できる便利さも魅力ではある。しかし、まずは図書館で本を探してもらいたい。

ところで最近出た本をいくつか紹介したい。今年の国際ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんの母
親（辻井いつ子さん）が盲目で生まれたわが子の可能性を信じて育児記録を著した『今日の風、なに
色？』（アスコム）や、「手のない僕が教師になるまで」という副題のついた小島裕治さんの『足でつか
む夢』（ブックマン社）は、自分を失いそうになったときや自分の存在価値を確かめたいときに勇気を与え
てくれる本だ。若い人たちにぜひ読んでほしいと思う。また、30代で交通事故にあい、肢体
麻痺となるが精神医学者になったダニエル・ゴットリーブさんの『人生という名の手紙』（講
談社）は、人情に枯れた時代を生きている私たちに、無限の優しさと温かさ教えてくれる。
同様に、中学や小学校の教科書に出てくる石川啄木や金子みすゞ の詩も、私たちに瑞 し々

い感性を吹き返してくれる貴重な贈り物だ。愛知県半田市生まれの新美南吉の本もしかり。
いくつになっても手元においておきたい贈り物。
思うに、書物は、時に社会問題を考え、自分を振りかえり、そして限りなき勇気を与えてく

れる宝庫である。どうか、若い時代にたくさん読書して自分を磨いてほしいと、願う。人生と
は「問いと答えの間」を生きることでは
ないだろうか？などと偉そうなこと
を書いて、このエッセイを閉
じることにする。

My�song�Your�song
� いきものがかり
「プラネタリウム」、「気まぐ

れロマンティック」、「ブルー
バード」などテレビ主題歌を含
む全14曲収録。清々しい歌声
です。元気になろうという気
分にさせてくれます。

CELEBRATION―マドンナ・オール
タイム・ベスト� MADONNA

デビュー時からのヒット曲や全米第一位を
続けた「ライク・ア・ヴァージン」、新曲の「セ
レブレイション」等々。ポップの女王です。も
はや安心して聴ける。

NHKみんなのうた　ベスト・ヒット40
心のうた

子どもたちに人気の最近のヒット曲、「なん
のこれしき　ふろしきマン」や「おしりかじり
虫」または長い間、歌い継がれている「切手の
ないおくりもの」や「大きな古時計」（歌って
いるのは平井堅ではありません）など40曲を
収録。桜の時期ではありませんが、暮部拓哉の

「HANA」も入っています。

➡

CD
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DVD ルワンダの涙
マイケル・ケイトン＝ジョーンズ監督　ジョン・ハート、ヒュー・ダンシー出演

海外青年協力隊としてアフリカ・ルワンダの技術専門学校に赴任した英国人教師
ジョー。1994年４月、フツ族出身の大統領襲撃事件をきっかけに、長年の部族
対立が一気にフツ族によるツチ族への大虐殺へと発展してしまい、学校は危険か
ら逃げるツチ族難民の避難所と化した。やがてその学校にも危機が…ジョーに
とって人生最大のジレンマ。―100日で100万人が殺害されたという「ルワン
ダの虐殺」をベースにしたストーリー。

キリング・フィールド� ローランド・ジョフィ監督　サム・ウォーターストン出演
1970年代、ポル・ポト卒いるクメール・ルージュによる内乱渦巻くカンボジアを舞台に、アメリカ

人記者と現地人助手の絆を描いた戦争ドラマ。1984年度アカデミー賞　助演男優賞・編集賞・撮影
賞作品。ニューヨーク・タイムズ記者としてカンボジア内戦を取材し、ピューリッツア賞を受賞した
シドニー・シャンバーグのノンフィクションが原作。

ジェイン・オースティンの読書会
ロビン・スウィコード監督
キャシー・ベイカー出演

食事とワインなどを楽しみながら、本について語
り合う読書会がブームのカリフォルニア。離婚歴６
回のバーナデットは、愛犬を失った友人を励まそう
と、「ジェイン・オースティンの読書会」を企画する。
彼女は「ジェイン・オースティンは人生の最大の解毒
剤」と常々考えていたからである。夫から突然別れを
告げられた親友、教え子にときめいているフランス
語教師等々、集まったメンバー６人の読書会は思わ
ぬ結末に。

幼児の運動遊びの実践―遊具・身体表現・リズム遊び―　全３巻
高岡第一学園 企画・監修

第１巻「３歳児編」、第２巻「４歳児編」、第３巻「５歳児編」
子どもが様々な運動遊びを通して、心も体ものびのびと健やかに育ってい

く―遊びの面から総合的な保育のあり方を確立する。運動遊びの実践例 DVD
です。

子どもを育む保育の環境　全２巻� 増田まゆみ 監修・指導
第１巻「３歳未満児を中心に」、第２巻「３歳から５歳児を中心に」
園庭、保育室、流れる音楽…乳幼児を取り巻くあらゆるものを環境ととらえ、子どもたちが健やかに成長・発達

するためにはどのような環境を必要とするのか、事例を通して学ぶ。

保育所保育指針を映像に！� 厚生労働省，
実践を通し指針への理解を深めることを目指して。 全国社会福祉協議会
第１巻「子どもの育ちを支える保育所の保育実践」 「他」 企画
第２巻「保育所の社会的役割と責任」

かもめ食堂
荻上直子監督

小林聡美、片桐はいり出演
小さいけれど堂々としたたたずまいの日

本食の店、「かもめ食堂」はフィンランド・
ヘルシンキの街角にあった。優しいけれどき
りっとした主人公サチエを取り巻く、普通だ
けど何だかおかしい人々が織り成すのんび
り、ゆったり心地よい物語。群ようこ原作。
原作本も所蔵し
ています。 魅惑のオペラ　第Ⅲ期　21巻

プッチーニ　マノン・レスコー
マリア・グレギーナ、ホセ・クーラ

小学館
新三大テノールのひとりといわれて

いるホセ・クーラが出演。美少女マノ
ンが辿る悲劇を情感豊かに描く。シ
リーズ第Ⅲ期として30巻までの購入
を予定しています。

ルワンダの涙
マイケル・ケイトン＝ジョーンズ監督　ジョン・ハート、ヒュー・ダンシー出演

海外青年協力隊としてアフリカ・ルワンダの技術専門学校に赴任した英国人教師
ジョー。1994年４月、フツ族出身の大統領襲撃事件をきっかけに、長年の部族
対立が一気にフツ族によるツチ族への大虐殺へと発展してしまい、学校は危険か
ら逃げるツチ族難民の避難所と化した。やがてその学校にも危機が…ジョーに
とって人生最大のジレンマ。―100日で100万人が殺害されたという「ルワン
ダの虐殺」をベースにしたストーリー。

ローランド・ジョフィ監督　サム・ウォーターストン出演
1970年代、ポル・ポト卒いるクメール・ルージュによる内乱渦巻くカンボジアを舞台に、アメリカ

人記者と現地人助手の絆を描いた戦争ドラマ。1984年度アカデミー賞　助演男優賞・編集賞・撮影
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桜花学園大学学芸学部英語学科開設記念
第30回　桜花学園大学・名古屋短期大学公開講座＋ LAU キャンパスライブ
9/29～10/27　毎週火曜日　10：00～12：00　524教室　受講者数202名

外国の情報があたりまえのように日々 テレビやインターネットを通じて入り、時間と費用さえ準備できれば海外旅行も珍
しいことではない私たちの生活。2009年度の公開講座は、学芸学部英語学科の４月開設に合わせ、〈国際化時代を
生きる〉をキーワードに名古屋短期大学、桜花学園大学の先生方による講演が行われ、最後に、学芸学部芸術鑑賞
であるLAUライブを講座参加の皆様、キャンパス全学科の学生、教職員にも開放して実施し、開設にあたってお世
話になった方々へのお礼とした。その概要を紹介しよう。
�

9/29㈫ 　〈英語習得の「うそ」「本当」―応用言語学的分析結果からの考察―〉
� 大塚賢一先生（名短英語コミュニケーション学科）
「応用言語学」という一見近寄りがたい言葉を参加者へのクイズと楽しいトークをはさみながら、
データに基づき200枚のパワーポイント（！）を駆使して展開される様に会場は魅了された。印象に
残ったのは、徹底したクリティカル・シンキング（批判的思考力）。たとえば、「早期英語教育」
の必要性の根拠として、「アメリカへ移民した中国系の子ども達の年齢が低いほど英語習得
能力があがる」というデータがあったとする。その生活を具体的に考えると、幼い子がテレ
ビや友達との交流で自然に英語環境に入るのに対し、12～3歳の子どもたちはすでに中国
語での情報習得能力にすぐれ、母語を利用するのは当然で、「移民をした」といっても
同じ環境を過ごすわけではない。そうした「行動環境」の違いを考えずにデータを鵜
呑みにすることは危険、と伝えてくれる。先生自身の実験調査で、２～３週間の短期
留学は、外国語を使いたいという意欲をもたらし、それが後の能力アップにつながると
いったお話など、語学にまつわる「言説」を検証する姿勢に感服した。
�

10/6㈫ 　〈The�Other�Hawaii-Big�Island�of�Hawaii　もうひとつのハワイ―ハワイのビッグ・アイランド〉
� ジェフリー・メーリング先生（桜大学芸学部英語学科）
学芸学部開設に合わせ４月にハワイから着任したばかりの先生による、知られざるハワイ紹介。アメリカのウィスコンシ

ンから渡り、14年を過ごしアイスクリームショップの経営と英語教育を行っていたという先生について、通訳を兼ねる学芸
学部斎孝則先生からの紹介があった。日本人にとっては馴染みある土地ではあるが、地上のどの陸地からも一番離れ
た場所にあること、「ビッグ・アイランド」には、世界の13の気候のうち11があり、サーフィンをする海辺の同じ島でスキー
をすることも可能なこと、1820年に宣教師たちがやってきてハワイの口承言語がアルファベットにより文字化され今にいた
る。でもその中には間違いもあること（Honoluluの本当の発音はHonoruruに近いとか！）など、一般の観光案内で
は伝えられない事実が、数々の美しい写真とともに紹介された。最後には、先生によるウクレレ演奏と歌でしめくくり。ハ
ワイを旅するひとときを味わった。
�

10/13㈫ 　〈国際的な感覚を持つ保育者を目指して〉� 高須裕美先生（名短保育科）

「感性の変化」という抽象的な問いを、３枚の絵から「時代」の順を考えるクイズでひもとき、同じ時代を音楽で表
すと…と先生ご自身のみごとなピアノ演奏によりバロック、ロマン派と具体的な変化を表現。そこから、「感性」も「保
育」の概念も変化するもの、という導入に引きつけられた。愛知県における保育現場での国際化の状況について紹介
された後、保育科が実施している「海外保育実習」の体験をふまえ、オーストラリアと日本の保育の違いについて語ら
れた。現地では、多文化社会を反映し、保育施設では異文化コーナーを設けることが義務づけられ、学生たちは自分
たちの文化を伝える機会を得たという。そこで主に求められるのは英語の力ではなく、日本の文化への深い理解。日本
における保育現場も〈文化継承〉の役割が強く、その意識を持つことが大切という言葉が印象的であった。

〈国際化時代を生きる〉ための〈目〉を育てよう
学芸学部／井川恵理（スコットランド文化）
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10/20㈫ 　〈Inside�Out,�Outside�In　日本と外国―交錯する内と外―〉
� マーティン・ベルドン先生（名短現代教養学科、桜大学芸学部非常勤講師）
今回のゲスト講師であるベルドン先生は、通常の英語の授業はもちろん英語で行われるが、本講
義は日本語で実施していただいた。というのも、英国シェフィールド大学大学院で日本学科を修了さ
れ、愛知県の都市計画について調査をまとめられたほどの日本語上級者。名古屋で地元のラグビー
チームに所属し、日本の猛者との交流が日本文化の理解につながっているという。外国人とみると英
語で話そうとする日本人の姿勢に、「英語は世界の言語のほんの一部。日本に住んでいる人には日
本語で話してほしい」と訴える。日本語は文法的にはやさしいが、漢字や本来の意味とはズレて用い
られている「モーニング」「ローカル」等のカタカナ語が外国人には難しい。その点を学芸学部学生
との演技派スキットにより具体的に描写してくれた。最後は、英国で20年もの長きにわたり放映されて
いるテレビドラマ（soap）と、日本のドラマ（題材は『ウォーターボーイズ』！）の比較について。個
人と個人の関わりを重視する英国ドラマ、集団の力を重視する日本のドラマの比較
は、そのまま価値観比較にもつながるようで興味深いものであった。
�

10/27㈫ 　〈小学校についに英語がやってきた！〉�
� 石渡雅之先生（桜大学芸学部英語学科）
2011年から必修化が決定されている小学校の英語授業についての問題点と可
能性、また、実際の教材紹介までを網羅した２時間。小学校英語必修といっても、
５、６年生の週１時間であり、ある程度早い段階から英語改革に成功している韓
国や台湾に比べ、教員への準備体制もなく始める危うさがある。一方、現代の子
ども達がメール等で駆使する「非接触型」とは異なる、直接型コミュニケーションを重視する授業により、コミュニケー
ションとは何かを考えるきっかけとなる可能性があるのではという指摘が新鮮であった。実践型教材紹介では、保育学
部の学生３名がステージで模範を示し、体を動かして言葉を味わう体感する英語を参加者全員で実践した。

最後に：〈国際化時代を生きる〉ために必要なこと、語学に熟達することはほんの一部。何が正しくて何があやしいか、
それを見極める眼力を育てることこそ大切、と講演者＋演奏者が身をもって伝えてくれたプログラムであった。
充実の５週間に感謝したい。

追 記：野崎さん主宰のTHE�MUSIC�PLANT�HPには、LAUツアー日記もあるのでご興味のある方はどうぞ！

LAUは、英国 BBCでベストグループ賞を２年連続受賞しているスコットランドのプログ
レッシブ伝承音楽バンドだが、日本では過去に東京でのライブしかなく、今年が初の地方
公演。前日の京都に続いて名古屋入りし、桜花学園キャンパスへ。音響設備から切符づく
りまで内外の様 な々方のおかげで実現可能となった企画である。公演では、まずプロモー
ターの野崎さんからお話をうかがう。素敵な音楽を知るとそのミュージシャンを日本に呼ぶ、
CDを売る、ライブをする。すでに売れているものではなく、新しく開拓することの苦労と喜
びを語っていただいた。そしてLAUの演奏。ギター＆ヴォーカルのクリス・ドレヴァー、フィ
ドルのエイダン・オルーク、アコーディオンのマーティン・グリーン。たった三つの楽器が奏
でる重層的な音の世界、スコットランドの海を思わせるクリスの歌声。参加の方からいただ
いたコメントがその感動を語っている。「全身が楽器で素晴らしい。楽器を叩く、足踏みも
含めて表現が素敵。フォークを味わいました。ありがとうござ
いました！」

スコットランドのバンド　LAU（ラウー）公演
10/27（火）　16：30～18：00　524教室

LAU の CD
図書館にあります。
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ロジーナのあした―孤児列車に乗って� カレン・クシュマン 作　　野沢佳織 訳　　徳間書店
1881年のアメリカ、主人公ロジーナ以下22人の孤児たちは、養い親になってくれる人を探すために、シ

カゴから西部行きの列車に乗った。引き取られる子もいれば、残ってしまう子もいるという過酷な旅を続け
る。大草原の穴倉で暮らす貧しい子だくさんの一家、新聞広告で見も知らない人へ嫁ぐ女性、偏見に満ち
た大人…あいついで家族を亡くし、心を閉ざしていた12歳のロジーナが「孤児列車」の旅での様々な出会
いを通して成長していく感動の物語。

どうしてぼくをいじめるの？
� ルイス・サッカー 作　　はら るい 訳　　むかいながまさ 絵　　文研出版
「鼻をほじっていた」といじめられっ子にからかわれたマーヴィン。「ほじっていない」といえばいうほど、うわ

さがひとり歩き、いじめがいじめを呼んでクラスから孤立していく。親友にも仲間はずれにされ、大好きな担任の
先生にまで「きたない子」と思われてしまう。このピンチをマーヴィンはどう切り抜けるのか？　一緒に悩んでく
れる家族、幼い妹のなにげない言葉をきっかけに事態は意外な展開をみせる。一気に読めます。

数の国のルイス・キャロル
ロビン・ウィルソン 著　　岩谷 宏 訳

ソフトバンク　クリエイティブ
『不思議の国のアリス』や『鏡の中のアリス』の著者
ルイス・キャロルの本名はチャールズ・ドジソンとい
う。小説家だけではなく、オックスフォード大学で
26年間にわたって数学の講師を務めた高名な数学
者でもあった。同じくオックスフォードのキーブ
ル・カレッジの数学担当フェローである著者が、一
般者向けにわかりやすく（だそうです）数学者と
してのキャロルの業績と生涯を描く。

新参者
東野圭吾 著　　講談社

江戸の匂いも残る日本橋の一角で、ひとり
暮らしの四十代女性の絞殺死体が発見された。
誰もが「どうして、あんないい人が…」と。着
任したばかりの刑事・加賀恭一郎は事件解決に
向けて未知の町を歩き回る。謎の死は人情あ
ふれる下町・日本橋の人びとの日常に思わぬ余
波をもたらす。全９章からなる物語だが、それ
ぞれ独立した短編としても楽しんで読めると
いう不思議な構成。

フツーの子の思春期―心理療法の現場から� 岩宮恵子 著　　岩波書店
「別に～」「びみょ～」「フツー」、思春期に入った子どもからよく聞く言葉である。貴女も言っていませんでした

か？　何でもかんでも「フツー」だと言っておいたら、たいていの大人は適当に安心するだろう。それ以上踏み込ま
ないで、面倒くさいというところであろう。様々なことで悩み、葛藤したのが「ふつう」の思春期だという記憶を
持つ大人からみると、今どきの「フツー」の子の思春期はなんとなく違うのではと感ずる。スクールカウンセラー
でもある著者が数多くの具体例を示しながらその疑問に迫る。読み進めるには少し気力、体力がいるかも。

おおきなたまご
M・P・ロバートソン 作・絵　　ささやまゆうこ 訳

PHP研究所
ある朝、にわとり小屋をのぞいたジョージは、メンドリが

巨大なたまごを温めているのを発見！
あたたかい自分のへやにたまごを運び、三日三晩、話しか

けたところ四日目についにたまごが割れた。生まれてきたの
はなんとドラゴン。ドラゴンはジョージをみて「ママ！」。お
母さんではないけれど、りっぱに育てなければと、美し
い飛び方、お姫様のいじめ方、騎士との戦い方を一生懸
命教えた。でもある晩、ドラゴンの物語をよんでやると
ドラゴンの目に涙が、仲間にあいたくなったの
かも…

オオカミのおうさま
きむらゆういち 文　　田島征三 絵

偕成社
もしも王様になれば、みんながいうことを

きいてくれて、ごちそうだっていっぱい食べ
られる。王様って最高にらくちん。でも、ドジ
で、照れ屋で、見栄っ張りで、「ひとりがいちば
ん気楽でいい」なんて言っているオオカミが、

うっかり1000びきのオオカミの
王様になったらどうなるのか？　
本当にらくちんなのか？　王様っ

てけっこう大変なのかも…

カレン・クシュマン 作　　野沢佳織 訳　　徳間書店
1881年のアメリカ、主人公ロジーナ以下22人の孤児たちは、養い親になってくれる人を探すために、シ

カゴから西部行きの列車に乗った。引き取られる子もいれば、残ってしまう子もいるという過酷な旅を続け

『不思議の国のアリス』や『鏡の中のアリス』の著者
ルイス・キャロルの本名はチャールズ・ドジソンとい
う。小説家だけではなく、オックスフォード大学で
26年間にわたって数学の講師を務めた高名な数学
者でもあった。同じくオックスフォードのキーブ
ル・カレッジの数学担当フェローである著者が、一
般者向けにわかりやすく（だそうです）数学者と
してのキャロルの業績と生涯を描く。
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サンデーとマガジン� 大野 茂著　　光文社
昭和34年３月17日、日本初の週刊少年誌「週刊少年サンデー」と「週刊

少年マガジン」が創刊された。２誌は発売日が同じだけではなく、奇しくも
それぞれの編集部の人数も同じ13名。「おそ松くん」や「伊賀の影丸」など有名
漫画家を中心とする正統派漫画路線を行く「サンデー」、「巨人の星」や「あしたの
ジョー」など情熱的劇画路線を展開する「マガジン」はそれぞれ独自の方針を掲げ、熾烈な読者獲得競争を繰り広
げた。２誌の黄金時代を現場で支えた男たちの人間ドラマである。

エリザベス―華麗なる孤独―
石井美樹子 著　　中央公論新社

父王により生母を断頭台に送られた幼女
が、やがて十六世紀ヨーロッパに威風を行
き渡らせる君主となる。英国国教会の確立、
弱小国ゆえの外交術、渦巻く反逆計画への対
応。女性の身で男性ばかりの閣僚や国会を
どう牛耳ったのか、どのように国家を統治し
たのか。多くの一次資料に基づき私生活を
含めその生涯を丹念に描いた評伝です。

アーリア人
青木 健 著　　講談社

「アーリア人種」というとナチス・ドイツ、ヒトラー
を連想させるが、「馬に戦車を牽かせるより、いっそ
のこと人間が馬の背中に乗ってしまったほうが速い
だろう」と考え人類史上、初の騎馬遊牧民という生活
形態を誕生させたのが「イラン系アーリア人」だと
いう。本書はイスラームやゾロアスター教を専門と
する著者が「イラン系アーリア人」をキーワードに、
1400年以上に及ぶ西アジア～中央アジアにおける
諸民族の雄大な足跡をたどったものである。

グローバリゼーション 人類５万年のドラマ　上・下
ナヤン・チャンダ 著　友田錫、滝上広水 訳

NTT出版
グローバリゼーションとは何かと聞かれて答えられます

か？　「グローバリゼーションとは、現生人類、つまりホモ・サ
ピエンスが五万年ないし七万年前にアフリカを出て世界に散
らばってから現在に至るまでのすべてのプロセスを指す」とイ
ンドのジャーナリストである著者は述べています。すべては
アフリカから始まった―人類の歩みからグローバリゼーショ
ンを捉える…気が遠くなるほどスケールの大きな説です。

ドイツにおける男子援助活動の研究
―その歴史・理論と課題

池谷壽夫 著　　大月書店
ドイツでは「これまで学校で女子の不利益ばかり言

われてきたが、実は問題なのは男子ではないのか？」
という議論が、新聞・商業雑誌や研究雑誌を賑わして
いるとのこと。本書はドイツにおける「男子援助活
動」が、いかなる背景と運動の中で出てきたのかを歴
史的に振り返りながら、その今日的な意義と課題を解
明し、日本の教育と福祉にどのような課題を提起して
いるのかを明らかにする。

子どもの人権問題　資料集成　戦前編　全10巻� 不二出版
近代日本の子どもたちは、戦争と貧困の時代をどのように生き抜き、また社会はその保護・育成につとめたのか。

戦前における「子どもの人権」をめぐる事業と実態の記録。
2009年11月現在、第３巻まで所蔵しています。

戦後女性雇用資料集成　全20巻� 日本図書センター
1960年代半ばから80年代半ばまで高度経済成長期の女性雇用をリアルに伝える

資料群。
第Ⅰ期　 『婦人雇用調査資料』No.1-39　雇用促進事業

団婦人雇用調査室
第Ⅱ期　 『職研資料シリーズ婦雇』1-37　雇用促進事業

団職業研究所

コレクション・モダン都市文化　全60巻
ゆまに書房

新興写真、建築、文学、美術、スポーツ、ファッション
など、昭和初期に開花したモダニズムの総合的資料集

2009年11月現在、第50巻まで所蔵しています。
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★１月25日（月）、26日（火）、28日（木）、29日（金）
　後期試験のため開館時間延長します。ガンバ～レ
　開館時間　 ９：00～17：50 

★２月１日（月）、12日（金）入試のため休館します。
★２月22日～27日（土）
　蔵書点検のため休館します。館内のどこかにあるはず？の本やCDを探
します。ご理解ください。

★３月12日（金）四大卒業式
★３月16日（火）短大卒業式
　開館時間　 ９：00～12：00 
　本、CD、雑誌、全て返却してから卒業してくださいね！
　なお、卒業後も図書館は利用できます。

　　卒業生貸出

　　�図書（５冊、４週間）、CD・カセット（２点、２週間）、
　　雑誌バック（２冊、２週間）

　現住所を証明するもの（運転免許証、健康保険証など）を持って受付に
きてください。
　「卒業生用 LIBRARY�CARD」を発行します。待ってます。

新学期は、４月５日（月）から開館します。

図書10冊／雑誌3冊／ CD・カセット3点

貸出期間
冬休み 12月15日（火）～1月19日（火）

春休み

短大・専攻科1年、学部1～3年 2月5日（金）～4月14日（水）

学部4年 2月5日（金）～3月12日（金）

短大・専攻科2年 2月5日（金）～3月16日（火）

公開・付幼・卒業生の方は平常の貸出期間と冊数で貸出いたします。

冬休みと春休みのための長期貸出

Dec.12
日 月 火 水 木 金 土

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Apr.4
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

開館時間

9：00～13：00（土曜日）

9：00～16：50（水曜日ほか）

9：00～17：30（月・火・木・金）

9：00～17：50（特　別）

休館日

〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍48　　TEL 0562-97-1725　　FAX 0562-97-1703
http://libwww.nagoyacollege.ac.jp　【携帯用（お知らせ、蔵書検索）】http://osirabe.net/jip/ohka-na/

桜花学園大学・名古屋短期大学図書館

2009.12.15発行 「図書館だより」は図書館ホームページからもご覧いただけます。

Jan.1
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Feb.2
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Mar.3
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

2010年


