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自己表現としての本棚
現代教養学科／高谷邦彦
（情報社会論）
本棚というのは、その人のもう一つの顔のようなものである。
大学時代（20年以上も前の話だ）
、友人の部屋に初めて遊びに行く時は、まず最初に本
棚をチェックすることにしていた。本人の口から出る言葉よりも、本棚に並べられた本のタイト
ルの方が、その人の人間性について雄弁に物語ってくれるからだ。人間は顔に知性と品格
が表れるというが、それよりも本棚の方に知性と品格がはっきり表れる。
マンガ週刊誌ばかりが山積みになっている部屋。
夏目漱石全集が美しく並べられている本棚。
マニアックな本が雑然と積まれている本棚。
ベストセラーの新書ばかりが揃っている本棚。
つい手に取りたくなるような、興味深い本ばかり置いてある本棚。
普段の会話からは想像もできないその人の趣味の世界を知ること
ができたり、軽薄な奴だと思っていたのに重厚な純文学を愛読してい
ることがわかってちょっと見直したり、逆に頭のいい男だと思っていた
のに蔵書が貧弱だったり。本棚の表情によって、
その人が長く付き合うに値する人間かどうか、自
分の本音を語るべき相手かどうか、などを推し量
ることができた。
尊敬する先輩の本棚に並んでいた本をチェッ
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作家や詩人について友人と情報交換をして、自
分の世界が大きく広がることも多かった。
当然ながら、自分自身の本棚にも「こだわり」
があった。
本棚は、私は本当はこういう人間なのだという
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や週刊誌の類は（流行に左右される人間だと思

8 冬休みと春休みのための長期貸出

われたくないなどの理由で）本棚に並べたくない

ルするための場なので、ベストセラーやタレント本

し、買ったのはいいけれど難しすぎたり厚すぎた
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⇨
りして挫折した本であっても、自分はそういう難解な本に興味があって高い本代を払うのを厭わない人間な
のだということをアピールするために本棚に飾っておく。ずっと昔に読んでしまって、おそらくもう二度と読まな
い本であっても、私は過去にこういう本を読んできた人間なのだということを知ってもらうために本棚に残して
おく。
正直に告白すると、本棚に並べるためだけに買ってきた本というものすらある。おしゃれな外国の写真集と
か高価なインテリアの本とか分厚い英語の本とか。要するに本棚で見栄を張っていたのだった。
本棚というのは自己表現の場なのである。
私たちには本棚の蔵書によって「『こういう本を選択的に読んでいる人間』であると思われたいという欲
望」があるのだと、『街場のメディア論』の中で内田樹氏も書いている。たとえ他人が見ることのない本棚
であっても、本棚をもっともよく見るのは自分自身なので、
「自分から見て自分がどういう人間に思われたいか」
（前掲書）が本棚に表れるのだと内田先生は言う。
今の学生たちは、おそらく本棚に対してそんな思い入れは持っていないはずだ。
その代わりに今ではブログやらミクシィやらに、自分が訪れた場所や食べた料理の写真を載せたり、読ん
だ本や観た映画のレビューを書いたり、参加しているコミュニティ一覧を表示させたり、そういう多様なスタイ
ルで自己表現欲を（無意識であっても）満たすことができるようになった。
ソーシャル・ブックマーク（自分のお気に入りサイトのリストを公開して共有するサービス）というものが、か
つての本棚に近い役割を果たしていると言えるかも知れない。
私自身も最近ではもっぱらブログなどウェブの世界で自己表現欲を
満たしており、自分の研究室の本棚に対しての思い入れはあまり強く
ない。どうしても研究に必要な（つまらない）専門書が増えてゆくば
かりなので、あまり自分の趣味性を出せないという事情もある。それで
もいちおう学生たちに自分の知性と品格をアピールするために「こだ
わりの本」を目立つ場所に置いていたりするのだが、残念なことに、
私の研究室を訪れる学生たちは、
「先生、ぜったいこんな難しい本、
読んでないでしょ
？」と鼻で笑ってみたり、本棚の一番上の目立たな
い場所に置いてあるマンガ（『スラムダンク』全21巻とか）を目ざとく
見つけ出したりするので困ったものである。
それでもかつての習慣のせいか、他の教員の研究室に行く時に
は、ついつい本棚をチェックしてしまう。そうして同僚たちの隠れた一
面を垣間見たり、
「やっぱりな」と妙に納得したり（笑）
、密かに研究
室訪問を楽しんでいる。
だから学生のみなさんにも、教員の研究室を訪問する機会があっ
たら、ぜひじっくりと本棚を眺めてみてほしい。その教員がどんな人な
のかは、本棚を眺めればある程度わかるからである（部屋のちらか
り具合を見ただけでも性格はわかるけど…）。
本だけでなく、CD や DVD のリストにも同じことが言える。
ちなみに私の研究室の本棚には、『スターウォーズ』全作と『ゴッ
ドファーザー』（Ⅰ～Ⅲ）の DVD、『あしたのジョー』と『北斗の拳』
全巻などが自慢げに並べられている。ここから私という人間の内面
が垣間見えるはずである。知性や品格というものが多少欠如してい
ることが感じ取れるかも知れない。
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私はここ（名短）に来るときも含めて何度か引越をして、そのたび

検索フィールド
少なくしたり追加したり
できます。

にたくさんの本を涙をのんで捨ててきたのだけれど、10年以上も開いたことのない本なのにどうしても捨てら
れない本というのがある。
高校時代に感動した本や、苦労して古本屋で見つけた本、自分の進むべき道を示してくれた本。もう内
容自体はすっかり忘れてしまっているのだけれど、その本と出会った場所のこととか、読んでいた時の窓の外
の景色とか、流行っていた歌とか、悩んでいたこととか、当時好きだった女の子のこととか、
「その本にまつ
わる思い出」というものがたくさん残っているので、どうしても捨てられないのである。
最後に、そうした本たちの一部を紹介したいと思う。私の本棚でもう20年近くレギュラーポジションを譲らな
い本たちだ。スペースの関係で詳しく紹介することはできないので、内容について興味のある方は、アマゾ
ン（amazon.co.jp）のレビューでもチェックしてみてほしい。
『星の王子さま』（サン・テグジュペリ）

『はてしない物語』（ミヒャエル・エンデ）

『ぼくを探しに』（シェル・シルヴァスタイン）

『銀河鉄道の夜』（宮沢賢治）

『ハツカネズミと人間』（ジョン・スタインベック）

『ことばあそびうた』（谷川俊太郎）

『華麗なるギャツビー』（スコット・フィッツジェラルド） 『カンガルー日和』（村上春樹）
『アルケミスト』（パウロ・コエーリョ）

『詩は友人を数える方法』（長田弘）

『八木重吉詩集』

『初秋』（ロバート・B・パーカー）

『華氏451度』（レイ・ブラッドベリ）



（高谷邦彦）

新 OPAC（オンライン目録）開始！
図書館システムの更新にともない OPAC：蔵書検索を８月から変更しました。請求記号のラベル表示、
新着資料に絞った検索など、より機能 up しました。携帯電話用 OPAC も変わりました。p.8参照
［マップ］をクリックすると

｜検索対象｜＋
□表示を
＋
クリックすると
資料形態（文庫・新書、楽譜、




館内のどこにあるのか、



所在が表示されます。

紙芝居、CD…）を選択できます。

背ラベルのイメージ表示
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Books
『妖怪アパートの幽雅な日常』講談社

香月日輪
保育学部４年／車戸絢香

オバケがたくさん出る話…？
この本のタイトルを初めて目の当たりにしたときの第一印象はこれだった。『妖怪アパート』
と聞くと、いかにも何か出そうな怪しい雰囲気を醸し出している。妖怪アパートのシリーズは
全10巻あり、正直10冊も読むつもりはなかったため、とりあえず１巻は読んでみようと思い、
図書館で借りて読んでみた。結果、ストライクゾーンど真ん中の超剛速球が私の心臓を貫くよ
うな衝撃を与える本だった。妖怪やらオバケやらは確かに登場するのだが、話そのものは主人
公である高校生の男の子、つまり「人間」がベースにストーリーが展開され、
人間の世界と主人公自身の世界を描いた、面白おかしい本である。オバケと
いう普通ではあり得ない存在、人間の性、生きる苦しみ、死ぬ苦しみと

図書館でも
全巻取り
揃えましたヨ～

いった、人が生きていく上で必要な要素を抜かりなく含み、それらの考
え方を読み手に深く追究させるような摩訶不思議な本だ。
１巻を読み終えた私はそれだけでは物足りず、ポケットマネーで全巻揃え、弟や友達にも提
供していった。５人に薦め、５人全員が「おもしろ～い☆２巻も貸してよ！！」と大好評だった。
分かる人には分かるこの本のすばらしさを是非たくさんの人に感じてもらいたい。活字が嫌い
な人もバッチリ大丈夫です。生まれてこのかたまともに本を読んだことのないあの弟が、文字
を見て５分もしないうちにスーピーいっているあの活字大嫌いの弟が見事この本を読み切った
のですから。世の中の大半の人は間違いなく読めます。はい、保証します。
妖怪アパートの面白さをもっと伝えたいのですが、あまり話してしまってはネタばれにも繋
がりかねないため、ここら辺にしておこうと思います。やっぱり自分で読んでみないと結局真
の面白さを実感することができませんから。近年よく「活字離れが進んでいる現代人はもっ
と本を読むべきだ。」という話を耳にします。私は本を読みたくない人は読まなくても
いいと思います。しかし本を読まない人や本が嫌いな人は、決まってあまり本を読ん
だことがない人ばかりのように感じられます。活字を読むのが嫌いなのはそれでい
いのかもしれません。でも私は、世の中には最高に楽しいものがたくさんあって、生き
ていくことがとにかく面白いと感じさせるものが自分の周りにあることをもっと知って
もらいたい。妖怪アパートはそんな今まで知らなかった不思議を私たちに発見させ
てくれるスーパーブック（超すげー本）です。オバケにだまされたと思って、１度
読んでみてはいかがでしょうか？

今号のイラストは、車戸さんに全ページ描いていただきました。彼女は新入生の時から度々図書館
へ「図書購入願い」を出され、図書館ではそれなりにお応えし（時には却下しましたっけ？）蔵書と
させていただきました。と、いうわけで半ば強制的に執筆とイラストをお願いしたのでした～でも…
よかったです。ありがとうございました。
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『モリのアサガオ』全７巻

郷田マモラ

双葉社

現代教養学科／的場かおり（憲法）
間違いなく、
「いま、読むべき本」のひとつです。
「死刑」は突然、私たちにとって身近なものになりました。去年５月にスタートした裁判員裁
判。私たちも「死刑執行ボタン」を押す可能性が、間接的であれ、出てきたからです。その一方
で今年２月に内閣府が発表した世論調査では、死刑を「やむをえない」と答えた人が85.6％。

これは過去最高の数字でした。
でも私たちは「死刑」について、
「死刑囚」について、彼らを収容する「拘置所」につい
て、そこで働く「刑務官」について、そして「死刑執行」についてどれくらい知っている
のでしょうか。
この本では、新人刑務官の目を通して死刑執行を待つ、さまざまな死刑囚の姿が描かれ
ます。私たちが知らなければならない死刑制度の実態を垣間見ることのできる本です。
さて『モリのアサガオ』というタイトル。「モリ」が、「アサガオ」が何を意味するか
は、読めば納得できるはず、です。
（的場）

「働きたくない」というあなたへ
山田ズーニー 著

ネット・バカ

河出書房新社

将来の目標は「結婚」だという男子学生。
玉の輿にのって、旦那さんの稼いだ金で好き
なことをして暮らしたい。出会いを見つける
手段として、就職はするという女子学生。彼
ら、彼女らは、素直でとても良い学生で就職
先、才能がないわけでもない。黙っておられ
ないズーニー先生は…

―インターネットがわたしたちの脳にしていること―
ニコラス・G・カー 著

篠儀直子 訳
青土社

単純にネット社会を否定するというわけで
はない。もはやネット以前の世界には絶対に戻れな
い。ネット無しの生活は成り立たなくなってきてい
るのだから。しかし、次第に本を精読するような「深
い読み」の能力が損なわれていくのではないだろう
かと著者は恐れ、心配する。

荷風と左団次―交情蜜のごとし

近藤富枝 著

河出書房新社

大向こうから屋号の「高島屋」ではなく、その風格からか「大統領」とも呼ばれていた歌舞伎界の風雲
児、二世市川左団次。放蕩三昧で義理もへちまもあるものか、わがまま男でクールなイメージの永井荷風。
彼は幼いころから歌舞伎を愛し、役者になりたかった。二人の間に生まれた長年の交流は温かく純情でさ
えあったという。

ネコナ・デール船長
おくはらゆめ 作／絵

おじいちゃんのもうふ
イースト・プレス

うみのおとこ、ふねのうえで うまれた
ネコナ・デール船長はネコナデール、ネコナ
デール、ネコナデールと呪文をとなえながら
ねこをなでる。ねこのなまえは「くつした」。
「くつした」のけなみで、船長はなんでもわ
かる。

ミュリエル・ブロック 文 ジョエル・ジョリヴェ 絵
ふしみみさを 訳

ジョセフが生まれたとき、おじいちゃんは手作り
のもうふをくれた。ジョセフはもうふが大、大、大好
き、いつもどこでも一緒。ところが、あるばん、ぼ
ろぼろになったもうふをお母さんが捨ててしまい…
ユダヤの人々に親しまれているお話。

暴食の世界史
フランシーン・プローズ 著

光村教育図書

日本人の宗教と動物観―殺生と肉食
屋代通子 訳

中村生雄 著

築地書館

吉川弘文館

日本人の「殺生肉食」という考え方に注目
し、ペット殺し社会、捕鯨と鯨供養、オオカ
ミ論、狩猟文化などを分析。日本人の暮らし
に根ざした自然や動物との
関係を問う。

６世紀の人、ローマ教皇グレゴリウス一世による
と、暴食にいたる道は、早すぎる食事、凝りすぎた食
事、高価な食事、欲張った食事、多すぎる食事の五つ、
そして人は罪を犯す。暴食は罪か？ でしょうね。
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2010年度 公開講座
終了しました。

９/28

10/５

第31回公開講座が、
「保育・子育ての“いま”
を学ぶ」をテーマに９月28日（火）から10月26
日（火）まで毎週火曜日開催されました。
保育・子育ての現場を研究領域とされている
本学の４人の教授陣による講演と、特別講師と
して保育科卒業生である名古屋市立九番保育
園長 古田美津子先生をお迎えし、全国的に最
もブラジル人の子どもたちの比率が高い園で
の、多文化共生に配慮された日々の保育をご紹
介いただきました。281名のお申し込みがあり
大盛況のうちに終えることができました。
なお、今年度は託児の対象年齢を従来の３歳
児以上から２歳児以上と拡大したため、41名の
お子様をお預かりすることになり、保育士の先
生方に加え、保育学部４年ゼミ生に託児スタッ
フとして活躍していただきました。ありがとう
ございました。

CD
CD

10/12

10/19

10/26

心豊かな意欲のある子をめざして
～キレない子どもにするために～
宍戸洋子（保育科教授）
子 どもと睡眠～夜中に寝ているこ
との大事さ～
高柳鈴子（保育学部教授）
家庭教育における「父性」と「母性」
～子育ての社会史から～
豊田和子（保育学部教授）
多文化共生地域の中の保育園～さまざ
まな文化の認め合いをめざして～
古田美津子（名古屋市立九番保育園園
長・保育科卒業生）
森 郁子（同保育園ポルトガル語通訳・
保育科非常勤講師）ゲスト
文
 化史の中に見る子どもの遊びについて
木村和子（保育科教授）

公開講座受講者は開講日から１年間、図書館を
利用することができます。
館外貸出 図書：５冊 ２週間

NHK クインテット
オススメ ベストセ
レクション 66曲

いきものばかり
～メンバーズ BEST
セレクション～

NHK 教育テレビ番組
「クインテット」のベス
ト盤

“いきものがかり”
選曲に
よる初のベスト・アルバム。
もちろん「YELL」収録。

しあわせの隠れ場所

NHK ピタゴラス
イッチ うたの CD
「 い た ち の た ぬ き 」、
「アルゴリズムたいそ
う」など、たのしくて、
じんわりと心に響く

ジョン・リー・ハンコック 監督

サンドラ・ブロック 出演

家も愛もない黒人少年マイケルと裕福な女性リーが出会う。やがて少年はどん底の生活から、アメリカ
では誰でも知っているアメリカンフットボールのスーパースターへの道へ。彼と彼を取り巻く新しい家族
との波乱に富んだ愛と人生の物語。実話をもとにしている。

インビクタス―負けざる者たち

クリント・イーストウッド 監督 モーガン・フリーマン 出演

反アパルトヘイト闘争の罪を問われ27年間、獄中生活を送った男、ネルソン・マンデラが南アフリカ共
和国初の黒人大統領に就任した。だが新生国家の船
出には多くの問題があった。ある
日、ラグビー南アフリカ代表の試合を観戦したマン
デラは希望の光を見いだす。

DVD
DVD

楽しく食べる子

保育看護

障がいのある子どもの

―食べる力を育む―

―病児・病後児保育―全２巻

運動遊び

全２巻

日本子ども家庭総合研究所 監修

全国病児保育協議会 監修

松原 豊 監修

保育の現場から「食育」の基
本を学ぶ実践記録。

第１巻 基礎知識編
第２巻 実践編
保育看護のポイントや注意点
などを具体的に紹介。

第１巻 運動遊びの役割
第２巻 さまざまな運動遊び
運動遊びの効果的な指導と支
援の進め方

6

命短し、恋せよ乙女
―不幸にも黒澤明を知らない学生のために―
現代教養学科／松崎 悟
（芸術論）
今年は黒澤明生誕100年です。
各地でいろいろなイベントが行われています。東京では黒澤映画の回顧展、映画ポスター
展、画コンテ展など。残念ながら名古屋ではそういった催し物はありませんが、それでも本屋
には黒澤関連本が多く出回っています。最近、最も驚いたのは、角川文庫から黒澤の画コンテ
集が出たことです。画コンテは映像作りのための下絵であり、映画を気に入った人が、シナリ
オや実際の映像と比較して楽しむものであって、どちらかと言えば映画マニア向けだと思うの
ですが。
ところで、この黒澤明（1910～1998）を知らない学生が多いのには驚くと共に残念でなりま
せん。残念というか、私には不幸とさえ思えます。1951年に「羅生門」でヴェネチア国際映画
賞を受賞し、1990年にアメリカ・アカデミー賞の特別名誉賞を受賞した「世界のクロサワ」。国
内でも文化勲章を始め、国民栄誉賞・文化功労者等の栄誉に浴した、正に日本映画界の巨匠で
す。ではどこがそんなに凄いのか、それは作品をじかに見て感じてもらうしかありません。私
の個人的な趣味では、まずは「七人の侍」か「生きる」、次に「姿三四郎」「羅生門」「天国と
地獄」
「デルス・ウザーラ」などを薦めたいです。（「用心棒」や「赤ひげ」、「乱」はどうした、
という声が聞こえてきそうですが、あくまでも私好みということで…。）
「七人の侍」
は、野武士に襲われる貧しい農民たちが、７人の侍を用心棒に雇って戦うという
大アクション映画です。ハリウッドですぐに西部劇（「荒野の七人」）にリメイクされたほどの
傑作です。７人の侍はみな、個性的なキャラクターで大変に愉快だし、雨中での合戦、馬の疾
走シーンなどには、ただただ圧倒されます。一方、
「生きる」は胃ガンにかかった市役所の課長
が主人公です。余命いくばくもないことを悟って、はじめて本気で生きようとし、人々のため
に仕事をしだします。その結果できた公園で、主役の志村喬が雪の中、ブランコに乗りながら
絞るように低い声で歌う“命短し、恋せよ乙女”、「ゴンドラの歌」は感動的です。アメリカの
ある大学の哲学教授は、最後の授業で自分の講義のことよりも、映画「生きる」を見てくれと
いったそうです。
黒澤作品は、三船敏郎を使ったヒーローものであれ、庶民の哀歓を描いたものであれ、どれ
も人生をどう生きるかを真正面から問いかけています。だから古臭くて重苦しいと感じる人も
います。又、時として、社会的メッセージが強すぎると感じる作品（例えば、水爆の恐怖を描
いた「生きものの記録」、汚職を糾弾した「悪い奴ほどよく眠る」等）もあります。しかし、画
家らしい鮮やかな映像とよく練られたストーリーには、映画でしか味わえない魅力、映画的な
祝祭にあふれています。それは彼の映画に対する執念、「天使のように細心に、悪魔
のように大胆に」をモットーに、納得するまで妥協を許さない映画作りがあったから
です。完璧さを求めるあまり、
「黒澤天皇」と揶揄されたり、制作費で映画会社とト
ラブルを起こし、そのために、自殺未遂事件や、何年も作品が作れない時期さえあり
ましたが、それでも生涯にわたって、芸術性と娯楽性とを一体化した映画を追求し、
「代表作は次回作」を口ぐせに、類まれな努力を惜しまなかったのが黒澤明です。
今回、図書館に黒澤明の DVD ボックスを入れてもらいました。１人でも多くの学
生が黒澤映画と出会い、映画を楽しみながら、生きる情熱を燃え上がらせてくれるこ
とを願ってやみません。

DVD
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冬休みと春休みのための長期貸出

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）

図書10冊／雑誌3冊／ CD・カセット3点
貸出期間

Dec.12
日 月

12月14日（火）
～1月18日
（火）

冬休み

短大・専攻科1年、学部1～3年

2月4日（金）
～4月13日
（水）

学部4年

2月4日（金）
～3月12日
（土）

短大・専攻科2年

2月4日（金）
～3月16日
（水）

水

木

金

土

2011 年
Jan.1
日 月

◦12月23日
（木）
：天皇誕生日は授業開講のため通常開館
◦１月24日（月）
、25日（火）、27日（木）、28日（金）
２月３日
（木）、４日
（金）、7日（月）、8日（火）
後期試験のため開館時間延長します。ガンバ～レ

Feb.2
日 月

９：00～17：50

◦２月21日
（月）
～26日
（土）：蔵書点検のため休館
◦３月５日
（土）：入学試験のため休館
◦３月12日
（土）：大学卒業式のため
◦３月16日
（水）
：短大卒業式のため

Mar.3
日 月

９：00～12：00

「卒業生」として図書館をいつまでも利用することができますヨ。
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）

待ってますヨ～。

「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。

桜花学園大学・名古屋短期大学図書館
〒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 http://libwww.nagoyacollege.ac.jp/k/

木

金

土

火

水

木

金

土

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

借りた資料は、全て返却してから卒業してくださいね！でもこれからは、

「卒業生用 LIBRARY CARD」を発行します。

水

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

◦１月31日
（月）
、２月１日（火）
：入学試験のため休館

を持って受付へきてください。

火

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

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。

開館時間

火

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

春休み

開館時間

休館日

開館時間

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

携帯電話用サイト
QR コード
・OPAC（蔵書検索）
・開館日程

