
私は「文学」を専攻していることもあり、日頃よ
り本に関心をもっています。学生のみなさんが、私
の研究室に来ると、しばしば驚かれることがありま
す。部屋を占拠する本棚をみて「えー、すごい本」
と。その次にたいてい言われるのが、「先生、これ
全部よんだのー？」という、素朴な驚きと疑いのま
なざしが入り交じったような質問です。もちろん、
「全部読んでいるわけないよ」と答えます。という
より、全部読む必要などないのです。みなさん、辞

書は端から端まで読みますか？読まないですよね。
必要なときに必要な部分を探せればいいわけですよ
ね。我々の部屋もそれと同じなのです。全部を読む
わけではないけれど、必要なときに探せないと困っ
てしまいます。たとえば、ある辞書を手にとったと
き、その冊子のサ行の「し」の部分が抜け落ちてい
たら、みなさんはその辞書を使う気になりますか。
文学畑の教員の場合、研究室全体で自分だけの辞書
をカスタマイズしているようなものだと言えるのか
もしれません。
たとえ話が長くなりましたが、こう書くと、若い

世代の人たちは、私をすごくアナクロな人間だと思
うかもしれませんね。この IT全盛の時代に、いまだ
に分厚い本たちに囲まれて嬉々としているような。
でも、私とて IT社会の恩恵にあずかっています。ス
マートフォンは 7年前から愛用していますし、OCR
や PDFのような書籍・文書に関するソフトもよく
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利用します。中でも、最も恩恵を受けているのは、インターネット上の巨大データベースのたぐい
で、10年ほど前に、『国書総目録』『古典籍総合目録』という大部の叢書がデータベース化され、国
文学研究資料館のサイトで公開されたときには、あまりの便利さに欣喜雀躍したものです。今では、
他にも、ジャパンナレッジ、GeNii、国会図書館のOPACなど、学生のみなさんが卒業の研究論文
を書くのにかかせないデータベース、電子書籍類がハンディで使いやすいものになり、私の学生時
代に比べると、本当に便利な世の中になったと思います。

さて、自分がパソコンに向かって、このような電子媒体の書籍を利用しているとき、あるいは、電
車の中で、電子端末のパネルをさっそうとめくりながら、電子ブックを利用している若い人たちを
みていると、ふと、ある考えが頭をよぎります。そのうち紙の書籍は、この世から消えて無くなって
しまうのではないかと。
しかし、一方で、紙の本は巷で心配されているほどはやくは無くならないと感じています。なぜ

なら紙の本には、「型」があるからです。ここでいう「型」というのは、いいかえれば外見のこと。
人は見かけによらないと言いますが、本は意外と見かけによるのです。絵本の例で考えてみましょ
う。保育学部や保育科の学生さんたちは、実習などの読み聞かせでよく絵本を使うと思います。絵
本には、大きな絵本や小さな絵本があり、分厚い絵本もあれば、驚くほど薄いものもありますね。た
とえば、『どこへ いってた？』（作：マーガレット・ワイズ・ブラウン、絵：バーバラ・クーニー、
童話館出版）は正方形の小さな本ですが、いろいろな動物たちの動きがささやくように語られてい
て、切絵風の絵とともに、こぢんまりとした形がとても効果的に感じられます。『百年の家』（作：
J. パトリック・ルイス、絵： ロベルト・インノチェンティ、講談社）は、ある郊外の一軒家の移り
変わりを時代背景とともに描いたもの。比較的大きな絵本ですが、時代とともに移りゆく人々の生
活を見守る家屋の重厚感を出すには、やはり、本自体にそれなりの大きさが必要です。絵本作家の
方たちが、本の体裁と内容にかなり配慮している様子がうかがえます。このことは、絵本だけでな
く、一般の本にもある程度あてはまるでしょう。ハンディな新書は小さく、重厚な研究書は枕にな

➡

学内 LANに接続された
PCから利用できます。

国立情報学研究所
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るぐらい分厚い。ハードカバーの本もベストセラーになると後に小さな文
庫本になります。若い学生さんに人気のあるライトノベルの表紙に近年ア
ニメ・漫画調のものが多用されるのも、外見から内容を示唆するマーケ
ティング上のねらいがあるようです。
このような本の「型」と内容の関係は、じつは昔から存在します。たと
えば、江戸時代は、出版文化が花開いた時代でしたから、いろいろな「型」
の本がありました。美濃紙を二つ折りにした美濃本（大本）。これは大きな本
で、仏書や漢籍などに多く、比較的かたい内容の本にみられます。大本をやや小
さくした半紙本という本がありますが、これは、俳書や読本の一部などにみられます。半紙本より
小さい中本（大本のちょうど半分）には、草双紙、滑稽本、人情本（いまでいう少女漫画）などが
あり、さらに小さく持ち運びにも便利な小本や袖珍本というものも流行りました。型が小さくなる
につれて、内容も少しずつ庶民的に、あるいはハンディなものになる傾向があるようです。おとぎ
話を収めた赤本といわれる子ども向けの本も小さなものでした。装幀のことまで持ち出すと長くな
るので省きますが、昔から、本の型とその内容には、かなり相関があったことが理解できるでしょ
う。
本のソトヅラの話をしましたが、紙の本を直に手にとって得られる感触は、わたしたちが本に惹
かれる一つの重要な要素だと思います。小さな子どもたちに、電子ブックで読み聞かせをする時代
がきたら、ちょっと寂しいかもしれませんね。文明の利器を便利に使いながらも、一方で本の手触
りを楽しむ、個人的には、そんな時代がこれからも続いてほしいと思っています。最後に、学生の
みなさんにお勧めしたい本をあげておきます。

■くまとやまねこ
 湯本香樹実文・酒井駒子絵
 （河出書房新社，2008年）
　親友である「ことり」の死を受け止めきれず「く
ま」は悲嘆にくれています。そんなとき、友を亡く
した「くま」にバイオリンを聞かせることで「やま
ねこ」は、「くま」を立ち直らせます。中国には、親
友の死を悲しみ、琴を断ってしまうという有名な故
事（『蒙求』「伯牙絶絃」など）がありますが、本書
の場合、逆の発想により、楽器のすばらしさと、と
もだちとは何かということに気づかせてくれます。

■夏の庭―The Friends
 湯本香樹実著（新潮文庫，1994年）
　90年代に映画化されました。3人の少年とある老
人が次第に打ち解けてゆく過程が独特のスタイル
で描かれています。心温まるエピソードです。

■寝ながら学べる構造主義
 内田 樹著（文藝春秋，2002年）
　構造主義に関する概説書です。フーコー、レヴィ
ストロース、バルトの理論についてわかりやすく論
じられています。とくに、バルトがとなえる「作者
の死」という文学理論や著作権に関する考え方は大
変明快で、学生のみなさんにとっても参考になる点
が少なくないと思います。

■くつやのねこ
 いまいあやの著（BL出版，2010年）
　優しい色使いが美しく、ねこのすました表情も秀
逸です。有名な『長靴をはいた猫』を下敷きにした
絵本ですが、原作とはひと味違った趣向を楽しむこ
とができます。

■鶉衣　上・下
 横井也有著・堀切実校注（岩波書店，2011年）

　横井也有は、尾張名古屋の蕉門俳人で、その著『鶉
衣』は俳文の傑作といわれ、後の大田南畝らに賞賛
されています。近年、名古屋市博物館に、也有の自筆
資料がまとまって収蔵されました。若いみなさんは
古典ということで敬遠しがちだと思いますが、この
機会に郷土俳人の文章に是非触れてみてください。

 〔寺島 徹〕
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2012年度　公開講座【第33回】のご案内
10月2日火～10月30日火　毎週火曜日　全5回　本学524教室
統一テーマ：グローバルな視点から考える日本の未来
桜花学園大学学芸学部完成記念

　桜花学園大学は、本年（2012年）度、キャンパス統合を行い、保育学部と学芸学部の 2学部を有
する大学として新しくスタートするとともに、学芸学部英語学科が完成年度を迎えます。
　本年度の公開講座は、そのような桜花学園の高等教育研究の新しい第一歩を記念し、グローバル
な視点から世界の動向を見据えつつ、日本の未来を考える機会として企画しております。
　世界はグローバルな関係において相互に連関しつつ、変化し、文明史的な転換期を迎えているとい
えます。日本は、そのような変動の只中にあって、大きな災害を経験し、社会全体がもう一度、過
去・現在・未来をトータルに問いなおし、あらためて進むべき方向を模索しなければならない状況
に当面しているといえるでしょう。
　開講されるそれぞれの講座を通して、日本の未来を切り拓く上で参考になる知見が、市民のみな
さまに少しでも提供できましたら幸いです。なお、特別講師として名古屋大学大学院法学研究科　
後　房雄 教授をお迎えします。多くのみなさまのご参加をお待ちしています。

　詳細については後日、ホームページ、豊明市・名古屋市広報誌、新聞折込チラシなどでお知らせ
します。

受講された方は講座開講日から一年間、当館をご利用いただけます。
館内利用と館外貸出（図書 5冊　期間 2週間）

耐震補強改修工事のお知らせ
●全館耐震補強工事を行います。

●正面玄関入口へのスロープも設置します。

●工事期間：7月2日月～8月31日金　 予 定

　工事期間中は騒音や振動が発生します。また安全のため閲覧席の利用制限、資料の
一時的な設置移動もします。ご迷惑をおかけしますが、より安心、快適
な？（窓を撤去し壁面になる箇所があります。外の景色を観賞するこ
とはできなくなりますが、耐震補強のため必要デス）図書館とする
ためどうぞご理解、ご協力ください。

せせ
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★★ザ・リミックスザ・リミックス
レディー・ガガ
ジャスト・ダンス～
大ヒット楽曲集

★  JAZZ WOMAN★  JAZZ WOMAN
　 　 ―LOVE MELODIES――LOVE MELODIES―
ノラ・ジョーンズ　他

女性ヴォーカル・セレクション

★musium★musium
スキマスイッチ
時間の止め方～

★  LOVE＋LIFE＋★  LOVE＋LIFE＋
LOCALLOCAL

キマグレン
蛍灯～

★ 最新盤 !!　たのし★ 最新盤 !!　たのし
い運動会マーチい運動会マーチ
　 ベストコレクション　 ベストコレクション
マル・マル・モリ・モリ！
（マーチ・バージョン）～

★  NHKおかあさんと★  NHKおかあさんと
いっしょファミリーいっしょファミリー
コンサートコンサート　ぽて　ぽて
いじまへようこそ！！いじまへようこそ！！
オーバーチュア～

★ 響け !　ぼくらの★ 響け !　ぼくらの
メッセージソングメッセージソング
スマイルキッズ　他
HAPPY SONG～

★くまのプーさん★くまのプーさん
　 オリジナル・サウンド　 オリジナル・サウンド
トラックトラック
おなかが鳴ったよ～
日本語歌9曲も収録

★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ユタユタユタユタユタタタタユタと不と不ととととと不と不と 思議思議思議思議思議議思議思議な仲な仲な仲な仲な仲な仲な仲な仲な仲間★★ ★★★★★ ★★★★ユタユタユタユタユタタユタユタと不と不と不と不と不と不と不不 議思議思議思議思議思議思議思議思議議な仲な仲な仲な仲仲な仲な仲仲間間間間間間間間間間
たちたち

劇劇劇団劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇 四季
東京東東東東東東東東東東東東 からやってきた転校生、、、
勇太勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇勇 （ユタ）は村の子供達達達達達達達達達達達達
からかかかかかかかかかかか いじめられる毎日。そんんんんんんんんんんん
ななななな勇なななななななな 太を見守っていた寅吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉
爺さ爺爺爺爺爺爺爺爺爺爺爺爺爺 んはある日、村に伝わるるるるるるるるる
「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「座「 敷わ敷わ敷わ敷わ敷わ敷 らしらしらしらしらし」の」の」の」の」 話を話を話を話を話をするするするするする。。。。。。。。

★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★★夢か夢か夢か夢か夢かかか夢から醒らららら醒ららら めためためたためためためためた夢夢夢夢★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★夢か夢か夢か夢か夢か夢か夢か夢夢から醒ら醒ら醒ら醒ら醒ら醒醒ら醒めためためたためためためためた夢夢夢夢夢夢夢夢夢

劇団劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇劇 四季
不不不不思不不不不不不不不不不 議なことや別の世界ににににににににににに
あこああああああああああ がれる少女ピコは、夜ののののののののののの
遊園遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊遊 地で寂しげな瞳をしたたたたたたたたたたたた
美美美美し美美美美美美美美美美 い少女マコと出会った。

★ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★シスシスシスシシスシスシスシ タタータタタタタタ スマスマスススマスマイルイルイルイルイイルイルイルイ★★ ★★★★★★ ★★★シスシスシスシスシスシスシスタタータタタタ スマスマススマスマスマイルイルイルイルイルイル
　ド　　　　　 ミニクの歌ドミニクの歌
セセシセセセセセセセセセセ ル・ド・フランス主演
自由自自自自自自自自 な生き方を模索するるるるるるるる
ジジジャジジジジジジジジ ニ－ヌは、修道院に入るるるるるるるるる
が何がががががががが かと問題を起こす。だだだだだだだだだだだだ
ががが、がががががががが 聖ドミニコを讃える歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
「ド「「「「「「「「「「「「 ミニク」を歌ってから…

　経済人、政治家、文化人、スポーツ選手ら約 3万6000人（2012年 6 月現在）の経歴や連絡先
の情報が収録されています。

アクセス方法
（学内 LANに接続されたPCから）

図書館ホ－ムペ－ジ
⬇

情報検索
⬇

聞蔵Ⅱビジュアル
⬇

ログイン画面へ
⬇
人物

朝日新聞　聞蔵Ⅱビジュアル「人物デ－タベ－ス」利用できます！
 オプション契約を追加しました。

CDCD

DVDDVD

5



なぜ人は走るのか　―ランニングの人類史―
トル・ゴタス 著　楡井浩一 訳　筑摩書房

「人は走り始めたときに人類になったと、生物学者は考えている。人類でありつづけるために、大いに歩き、
走らなくてはならない」－物理的移動は最小限にとどめたいという生活態度ではもはや人類ではいられない
のか。いったい人はなぜ、そうまでして走るのだろう。ランニングの何がこれほど人を魅了するのか、古今
東西の記録をたどり、人にとって「走る」ことの意味と魅力に迫る。

ボーダー　―捨てられない・片づけられない病
ランディ・Ｏ・フロスト、ゲイル・スティケティー 著　春日井晶子 訳

日経ナショナルジオグラフィック社
メディアでも度々取り上げられる「ゴミ屋敷」。片づけられない、捨てられない、誰でも経験したことがあ
るであろうが、日常生活さえ困難にしてしまうほどの病的なホーディング行為とは？原因はなにか、解決策
はあるのか、具体的事例をあげながら対処法をさぐる。

学校制服の文化史　―日本近代における女子生徒服装の変遷
難波知子 著　創元社

「なんちゃって制服」が流行したように、かつての負のイメージ「管理の象徴」から「自分を演出するファッ
ション」へと変わった？学校制服。東京女子高等師範学校付属高等女学校（お茶の水女子大学附属高等学校
の前身）の八幅の掛軸を基本資料として、服装変遷が論じられる。

日本遊戯史　―古代から現代までの遊びと社会
増川宏一 著　平凡社

和歌、蹴鞠、富くじ…人々を楽しますもの・「遊び」、日本の人々はどのような遊びを
楽しんできたのか。遊びを取りまく社会的環境に注目し日本の遊び全般を見渡す。

野の教育者・宮沢賢治
三上　満 著　新日本出版社

「賢治ファン」のみなさん！また新しい賢治を知りませんか !!
賢治の発しているメッセージから、「豊かさ」を私たちもとり戻したい !!!

3階書庫 3階書庫 電動移動式本棚を改造します。電動移動式本棚を改造します。
●工事期間：7月23日月～7月31日火　 予 定

節電のためだけではありません（電動部品の経年劣化デス）が、電動式からハンド
ルを回して移動させる手動式の本棚へと改造します。工事期間中は本棚を移動で
きませんので、雑誌のバックナンバーの閲覧ができなくなります。卒論等の文献収
集はお早めに !!

BooksBooks
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今号のイラストは実習や各種試験でお忙しい中、保育学部4年の
西島万莉奈さん、S.T. さん、R.T. さんに描いていただきました。
ありがとうございました。

BooksBooks
水と人類の1万年史

ブライアン・フェイガン 著　東郷えりか 訳　河出書房新社
「最も長くつづいた社会は水を生命の万能薬として、神々からの授かりものとして敬意をもって扱ってきた」
―水道料金を払っているのだから、洗車しようが庭木に水を遣ろうが、長々とシャワーを浴びようが自分の
勝手だと考えているヒト！必読です。

子どもが生み出す絵と造形　―子ども文化は美術文化
子ども美術文化研究会 編　エイデル研究所

水や砂、土等との遊びから、子どもたちの生み出した沢山の絵や造形活動の写真がまとめられている。子ど
もたちの生き生きとした様子や作品を見てみませんか。また、後半は各保育園の取り組みが報告されてい
る。

イルカの認知科学　―異種間コミュニケーションへの挑戦
村山　司 著　東京大学出版会

イルカについて、あらゆる角度から研究されている。水族館に行った時、イルカの見方が変わるかもしれま
せん。イルカは、「賢い」というイメージを肯定することができる？？？

ボクシングの文化史
カシア・ボディ 著　松浪　稔、月嶋絋之 訳　東洋書林

ボクシングは殴り合いではない。ボクシングというスポーツである。このスポーツの歴史を古代ギリシア時
代から20世紀後半まで、奥深く書かれている。ボクシングに関係したポスターや雑誌の表紙等も多く掲載
されている。

ようちえんいやや
長谷川義史 作・絵

童心社
「ようちえん　いくの　いや
やー」、「ようちえん　いくの　い
ややー」涙、涙、テンテンテンと
たどりながら、こどもたちと読み
ましょう。

さかさまライオン
内田麟太郎 文、長　新太 絵

童心社
いつも　いつも、ためいきを　つ
いているライオンのかげが　い
ました。「もう　いやだ。こんな
　くらしは」…

もりのおくの おちゃかいへ
みやこし　あきこ 著

　偕成社
お父さんの忘れ物のケーキを届
けにいったキッコちゃんは、もり
の中で見知らぬ家を見つけまし
た。その中では…

交通の百科事典
丸善出版

見出し話がその性格に
よって8つに分類されて
いる。

発達障害事典
明石書店

発達障害者の診断と管
理に携わる専門家・学生
のために書かれた第2版

江戸時代
来日外国人人名辞典

東京堂出版
「鎖国」期以前・「鎖国」
期・「開国」期と3つの時
代で分類。

日本歴史災害事典
吉川弘文館

貞観年間から東日本大
震災にいたる災害につ
いて総合的にまとめて
ある。

7



8

開館時間を延長しました。 ➡
皆さんご承知のように2012年4月9日（月）から授業開講期：平日
の開館時間を延長しました。30分間ですが、月・火・木・金曜日：
5限目授業終了後の図書館利用を可能にしました。

★7月7日（土）：館内整理のため休館
★7月16日（月）海の日：授業開講のため開館

★8月3日（金）、4日（土）：保育士試験会場のため休館
★8月8日（水）～18日（土）：夏季休業のため休館

8月8日（水）～10日（金）、13日（月）～17日（金）
　 休館中ですが、就職試験対策等で資料が必要な場合、貸出
（9：00～16：30）をします。お出かけ前に電話でお問い
合せください。本学学生に限ります。

★   8月19日（日）   ： オ－プンキャンパスのため
開館時間　9：00～14：00

★9月1日（土）：館内整理のため休館
★9月17日（月）敬老の日：授業開講のため開館
★9月22日（土）秋分の日：授業開講のため開館

★10月8日（月）体育の日：授業開講のため開館
★10月13日（土）：保育士試験会場のため休館
★10月20日（土）：入学試験のため休館

★11月3日（土）文化の日：授業開講のため開館
★   11月10日（土）、11日（日）   大学祭のため

開館時間：11：00～16：30
★11月12日（月）：館内整理のため休館
★11月17日（土）：入学試験のため休館
★11月23日（金）勤労感謝の日：授業開講のため開館

夏休みのための長期貸出
jjjjjjjjjjjj
図書10冊／雑誌バック３冊／CD・カセット３点

貸出期間
保育学部、現代教養学科、保育科、専攻科保育
　6月25日（月）～9月5日（水）
学芸学部、英語コミュニケ－ション学科、専攻科英語、大学院
　7月16日（月）～10月3日（水）

公開講座受講者、付属幼稚園児保護者、卒業生の方は平常の貸出期
間と冊数で貸出いたします。

やむを得ない事情により、
変更する場合があります。

月・火・木・金曜日　17：30から18：30へ
水曜日　　　　　 16：50から17：30へ
 それぞれ延長しました。

桜花学園大学・名古屋短期大学図書館桜花学園大学・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/

携帯電話用サイト
QRコード
・開館情報
・資料検索

開館時間

9：00～18：30（月・火・木・金）
9：00～17：30（水）
9：00～13：00（土）
9：00～16：50

休館日

Nov.11
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 1010
1111 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2012. 7. 4. 発行2012. 7. 4. 発行

Oct.10
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

Aug.8
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
1919 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sep.9
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

Jul.7
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

1
88

9 309 30

閉館時間
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