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「レ・ミゼラブル」 

図書館長 古藤 泰美

 「レ・ミゼラブル」は、ヴィクトル・ユーゴーが 1862 年に執筆したロマン主義フランス文学の大河

小説です。私が本校の学生と同じ年代の頃に読んだ作品であり、フランス文学を知った一冊です。私

は１０代の後半に、本屋に行って好んで外国文学の文庫本を購入して読んでいました。「レ・ミゼラ

ブル」とは、「悲惨な人々」「哀れな人々」を意味しています。内容は以下のとおりです。 

 主人公のジャン・バルジャンは、極貧生活に苦しむ姉のために、たった１個のパンを盗んだだけ

で、トゥーロン刑務所に１９年間も投獄されて、その後、マドレーヌ市長として生まれ変わり、行き

場のない母子（ファンティーヌとコゼット）を助けて、コゼットを養育しマリウスと結婚させていく

物語です。この時代は１９世紀前半のフランスの激動期で、「ワーテルローの戦い」(1815)、「ブル

ボン復古王政時代」、「７月革命」が物語の中で描かれています。さらに、動揺を続けるフランス社

会を背景に、「この世に絶対的な悪は存在しない」という楽観的な世界観とキリスト教的な愛を交え

て描く叙事詩的な大長編小説です。 

 私の記憶に今でも鮮烈に残っているのは、当時のパリの迷路のような下水道を詳細に描いていたこ

とです。作者のユーゴーは、なぜこの作品の中で詳細に下水道のことを書いたのか、当時の私には理

解できませんでした。時が経ち、４０年後の私が推測するに、作品の中で「フランス革命」が描かれ

ていますが、革命に参加した民衆がパリ市内を縦横無尽に出没して革命運動をする時に、パリ市内を

自由に移動するために使用したのが下水道ではなかったのでしょうか。若き日に読んでも理解できな

かったことが、時を経て再度読むことにより、見えなかった作者の意図が理解できるようになる。古

今の名作と言われている文学作品は、不朽の内容が盛り込まれています。 

 「レ・ミゼラブル」は、2012 年にイギリスで、監督トム・フーパー、主演ヒュー・ジャックマンで

映画化されています。ファンティーヌ役のアン・ハサウエイが歌っている「I dreamed a dream」は、

この作品の中でも最も有名な劇中歌です。日本語では「夢破れて」と訳されています。 

このミュージカルの「I dreamed a dream」の題名を「夢は彼方へ」と訳している人もいます。これ

は何故かというと、物語の中ではファンティーヌが描いた人生に対する夢の多くは、ユーゴーの原作

の「レ・ミゼラブル」では悲劇のヒロインでもあるコゼットによって叶えられたからです。ファンテ

ィーヌ自身は失意の中で命を失いますが、その後ジャン・バルジャンによって命を助けられて、最愛

の人までを得るに至った娘のコゼットの姿を天から見届けていたファンティーヌは、自身の夢が川の

向こう側で果たされたことを喜んでいたに違いないからです。 

 ４０年前の文庫本で価格は１冊３６０円でした。全５巻で約二千円です。当時の私の１ヶ月の小遣

いは三千円でした。全５巻を購入すると、千円しか残りません。昔は、今の学生の皆さんのように、

スマートフォンはありませんでしたので、携帯ゲームで遊ぶということはできませんでした。その意

味では、小説を読むことのできる良い環境だったと思います。 

 今から４０年前に読んだ一冊ですが、「映画」で見ると当時の「レ・ミゼラブル」の物語が鮮やか

に蘇ってきます。学生の皆さんには映画の「レ・ミゼラブル」の鑑賞とともに一度は読んで頂きたい

一書です。 
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「人生の源とは」 
『旅のラゴス』 筒井康孝著 新潮文庫 

電子機械工学科２年 大道 恭之
 「旅のラゴス」という本は、人間の一生と人間が作り上げる文明の消長とを重ね合わせた物
語となっている。 
 僕は、SF や宇宙科学など今現在の自分の生活とは無縁で、普通では想像できないようなもの
にとても興味を持っている。中でも SF は想像上のもので、一見価値のないようなものだと思う
が人間の未来を予想し、形にしていく。これから、どのような未来を作り出せばよいのか道し
るべとなってくれるものだと思う。また一般的な考え方から新しい考えを生み出すことの手助
けにもなってくれる。この本は、SF の要素が取り入れられている。だから「旅のラゴス」を読
もうと思った。 
 「旅のラゴス」を読みながら、ラゴスのいる世界は今自分が生きている地球の未来なのかと
想像してしまう。おそらく、高度な文明技術を失う原因となるのは戦争だろう。この地球で、
もう一度大きな戦争が起きれば、今まで積み上げてきた人間の技術は失われるだろう。しかし、
ラゴスの世界と一つ違うと思ったのは、人間の技術が記録されたものはなく、人間の記憶だけ
が残るということだ。つまり、人間は過去、はたまた未来にタイムスリップした状態になると
いうことだ。そこで人間は初めて自分たちの愚かさに気づき、いくら素晴らしい技術を持って
いたとしても人間の精神が成長しなければ、永遠に同じことを繰り返すと気づく。そして、そ
の精神を次の世代へ伝え続けることで、また文明も成長し続ける。 
ラゴスは旅をしていく中で、いろいろな超能力者と出会う。超能力はその人間一人ひとりの個
性を表現しているのではないだろうか。ラゴスはさまざまな人間と出会うたびに、その人間の
生き方を見ていたのかもしれない。 
 もしも、自分がラゴスだったら、このような旅はできないと思う。なぜなら、ラゴスのよう
に多くの人の心をまとめ、道しるべとなって転移させることはできないし、人や動物の心を信
じて大空へ羽ばたくことはできない。目の前の目標を達成すれば、また新たな目標を定め、旅
立っていくことはできない。ラゴスは出会うすべての人から信頼され、愛されていた。しかし、
そんな彼でも兄とは隔たりがある。いくら自分が仲を取り戻そうと思っても、周囲の家族や状
況によって相手の感情が左右されてしまう。 
 解説に、人間の人生は「帰還」だとある。自らの根源より出て、自らの根源を探し、最終的
にはそこへ戻ってくる。人の夢で例えると、まず夢のきっかけとなる原点が自らの根源である。
そこから人は成長し、自分の技を磨くうちに技の頂点は、実は自分の原点に隠されているとい
うことなのだろうか。それだけ物事のきっかけ、原点は大切なもので、忘れられないものなの
かもしれない。解説にあるが、ラゴスの旅は帰還だけでは終わらない。人の一生は自己完結的
なものではなく、むしろ他者に向かって開かれているものなのだ。人間はさまざまな人と関わ
ることで、お互いを影響し合い、高め合っていくからだ。他者が存在するから自分が存在する。
共に支え合い、生きていくことでお互いになくてはならない存在となっていく。ラゴスは自分
と向き合い、己の思いを兄にはっきり伝えれば、自然と相手も心を許してくれると思う。 
 さまざまな偶然によって選択された当の選択肢を改めて自らの意思によって選ぶことができ
る。今現在がどんなに苦しいものであっても己を信じ、そして仲間を信じる。そうすれば、人
は今までとは違う人生のもう一つの道を選ぶことができる。自分が心から変えようと思う気持
ちが大切である。そして、人それぞれのもう一つの道を誰もが選ぶことができる。しかし、人
生という旅路を進む中で、恐怖や不安があらゆる判断の間違いを生む。人生の恐怖や不安から
逃れることはできない。でも打ち勝つことはできる。例えば、他者との関わりで恐怖や不安に
悩まされたのなら、自らの根源、自分の心と向き合うことが必要なのである。 
 ここ１７年間で僕は、様々な経験を積んだ。良い事、悪い事、楽しい事、悲しい事も。たく
さんの人に迷惑をかけ、数えきれないほどの人と関わり支えられ今を生きている。今を生きる
ことが嫌になり、未来を悲観してしまった時もあった。 
 しかし、その度に僕には時間が与えられてきた。自分を見つめ直し、自分と向き合う時間が。
だから僕は人生という旅を続けることができる。 
 僕には生きる力が与えられている。それは時間の持つ力であり、自分自身と向き合う勇気の
持つ力であり、自分と関わるすべての人とお互いを高め合える信愛の持つ力である。 
僕は人生という旅を一生懸命楽しみたい。 
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「出口のない海」を読んで 
 『出口のない海』 横山秀夫著 講談社文庫 

 電子機械工学科３年 畠山 和音
 私はこの「出口のない海」という本のタイトルの意味を初めは全く理解していないままで作
品を読み進めていました。 
 その後「出口のない海」というのは、魚雷に 1 度乗ったらそこから出ることができないから
こういったタイトルなのではないか？と思いました。 
 本を読み進めていくと、山口県にとても関係のある話だということがわかりました。この「出
口のない海」という物語は、山口県の大津島に基地があった人間魚雷「回天」のものでした。
 私は「回天」についてのことをほとんど知らなかったので、この機会に知ってみようと思い、
調べることにしました。 
 人間魚雷「回天」は太平洋戦争末期に「天を回らし、戦局を逆転させる」という願いを込め
られてつくられたそうです。全国から二十歳前後の精鋭たちが集まり、毎日厳しい訓練を繰り
返し、窮地に立つ祖国を守るために多くの若者が出撃していったとのことです。 
 人間魚雷「回天」は神風特攻隊の海バージョンだと思いました。大量に爆弾を積んだ脱出装
置もない魚雷に隊員が一人で乗り込み、それを操縦して敵に体当たりする特攻兵器で、その攻
撃は神風特攻隊と同じく「捨て身」の攻撃です。実際に「回天」に乗ることになった人たちは
自分が死ぬことがわかったうえで乗り込まなければならなかっただろうからとてもつらかった
と思います。しかしながら当時の人たちは「お国のために死ぬことは名誉なことだ。」という考
えがあったとよく聞くのですが、そのような考えで自ら進んで乗った人も居たのでしょうか？
どちらにせよ、回天に乗ることは「死」を意味しています。特攻隊員たちはどのような思いで
「回天」に乗り込んだのでしょうか？ 
 日本人がこのような兵器を考え出し、作り上げ、実際に作戦を実行したとは現代に生きる私
にとってはとても考えにくいものでした。 
 この人間魚雷「回天」や「神風特攻隊の零戦」を現代でいう「自爆テロ」だという人も居ま
す。「自爆テロ」は今でも海外のニュースでたまに聞くことがありますが、その被害を見るたび
にとても恐ろしいものだと思いました。私は今のこの日本の戦争がない平和な状況を見て、そ
のような行為が行われていたとは思えませんでした。 
 今年は戦後七十年という節目の年です。日本は現在に至るまでに太平洋戦争だけでなくたく
さんの大きな戦争をしてきました。そのことについて、いろんな人が戦争についてのことを話
され、私も戦争について考えさせられる機会が多くありました。私たちの国はたった七十年前
まで戦争があり、このようなひどうこと、恐ろしいことがたくさんあったという事実を忘れて
はならないと思いました。どんな戦争があったかは学校で勉強します。しかし、その戦争がど
ういうものだったかを詳しく勉強してはいないので、もう少し戦争についていろいろ知りたい
し、知らなければならないと思わされました。そのために戦争を経験した人がまだ居るあいだ
にたくさんの話を聞いておかなければならないと思いました。そして、聞いた話を今度は私た
ちが次の世代へと語り継いで、このような悲惨なことがあったという事実を決して忘れてはな
らないです。 
 私は、この戦後七十年という節目にこの作品を読むことができて本当に良かったと思います。
 神風特攻隊の零戦の話を描いた作品である「永遠の０」もこの機会にもう一度読んでみたい
と思いました。 
 今回読んだ作品の「出口のない海」はもちろんですが「永遠の０」も両方とも、戦争のこと
や特攻のことについて知るにはとてもいいものだと思いました。 
 戦争はあっていいものではないのでこれから決して同じことを繰り返さないように、そして
世界から戦争が早くなくなって平和な世界になってほしいです。戦争のことは決して忘れては
ならないものだと思いました。  

図書館だより第２４号

3

第１３回読書感想文コンクール優秀作品発表 



  

 

出口のない海を読んで 
 『出口のない海』 横山秀夫著 講談社文庫 

 商船学科２年 丸木 勘助
 この本を読んで思ったことは大まかに四つである。一つ目はやはり戦後七十年ということで
本を読み様々なことを考えたということだ。また、それに伴う七十年談話の発表、安全保障関
連法案の可決など今年は「戦争」に関するキーワードを多く耳にした。 
 戦争から七十年、今の日本が平和で豊かになったのは先人達があの激動の時代をたくましく
生き抜き、戦後日本の復興に全力を注いでくれたこと、また、アジア諸国をはじめとした多く
の国々の協力のおかげである。そんな先人達が生きた七十年前の日本はどんな所であったのか、
本で読んだ七十年前の日本は僕の想像の遥か先をゆく過激さだった。絶対的な強国であるアメ
リカを相手にしても「日本は負けない」と叫び続け、異を唱える者は非国民呼ばわり、未来あ
る青年を徴兵し、非人間的で無残すぎる捨て身の特攻などという今日の日本とは似ても似つか
ない「異国」だった。作中でも主人公が常連だった店のスターに「一度は負けたほうが良い」
と言われる程日本は勝利に固執していた。しかし結果は惨敗。初めて外国の占領下におかれる
事となった。しかしそれもこの本を読んでみて当然といえば当然ではないかと思った。当時の
日本は兵の命と補給を軽視していたのだから。 
 二つ目は、作中にもあるような戦時中の人々が繰り広げた「ドラマ」についてだ。作中でも
主人公は年下の少女に好意を抱かれており、二人のやり取りは「戦争」という暗いテーマの中
でも大いに楽しむことができた。そのほかにも史実において、日本軍の駆逐艦の艦長が海を漂
流中の敵国兵であるはずのイギリス兵達を見つけると、とどめを刺したり放置するどころか、
危険な海域にも関わらず乗組員達に彼らの救助を命じ、無事三百名以上のイギリス兵を本国に
送り届け、戦後その時助けられた元イギリス兵が書いた本でその事が言及されるなど、日本で
もあまり知られていないような事が外国人によって知られているということは意外だと思っ
た。このように「戦時中」という状態にあっても、作中の主人公達や、史実にあった駆逐艦長
達のように自分の生き方を曲げず、一生懸命に生きた人がいることは誇らしい一方、戦争は悪
だからと言って、こうしたエピソードがあまり一般に周知されていないのは残念だと思う。 
 三つ目は「夢」についてだ。作中で主人公は野球に青春を燃やし、魔球の完成を夢見ていた
が、戦争に突入したため敵国のスポーツである野球ができなくなり、さらに徴兵されたことに
よって魔球完成の夢は潰えたかと思ったが、主人公は生前、「魔球完成」と書かれた野球ボール
を残していた。主人公は本当に魔球を完成させていたのか定かではないが、いずれにせよ現在
では他国と戦争することもなく、徴兵されることもなく、当たり前のように学校に通い夢に向
かって勉強でき、本気で部活に打ち込めることがどれほど幸せで、ありがたいことなのか、こ
の本を読んで今一度考えさせられた。 
 四つ目は最近の日本と世界情勢についてだ。戦争を乗り越え、七十年の平和を享受してきた
日本だが、今なお世界では紛争や、戦後の賠償を巡ってそのトラブルが続いている。いま日本
は隣国とのいざこざこそあるが、直接戦争行為には参加していない。七十年前の悲劇を体験し
たからこそ、今後も平和国家として歩み、隣国とのトラブルもなるべく穏便に済ませてほしい
と思う。 
 今年で戦争から七十年、今では日本は世界でもトップクラスの先進国となったが、それは戦
争という過酷な時代を生きた人々と、七十年前の終戦日に始まり、現在に至るまでの「戦後日
本」をつないできた人々の努力によって成り立ったものだということをこの本を読んで改めて
感じた。先の大戦による禍根は今もなお残っている。しかし今年、安倍首相は七十年談話にお
いて、「子孫に謝罪をする宿命を背負わせてはならない。」と日本の戦後の謝罪の歴史に終止符
を打った。これに対する反応は様々だと思うが、やはり一番重要なのは、 延々と謝罪し続け
ることではなく、この反省を生かし、日本がいつまでも平和でいられるよう努力することだと
思う。そうして平和な日本が後世に受け継がれていくことが、先の大戦で犠牲になった人々へ
のせめてもの手向けになると信じている。  
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戦争の狂気 
『出口のない海』 横山秀夫著 講談社文庫 

商船学科３年 金重 凌太
 日本は今年で戦後七十年を迎え、メディアでいろんな放送がされているのを見て戦争に興味
がわき、そんな中課題図書に「出口のない海」があったのでこの本を選んだ。 
 「回天」という人間魚雷に搭乗した若い海兵の話で、僕とそんなに年の変わらない青年が命
を投げうってお国のためにと死んでいったと思うと胸が苦しくなった。 
 戦時中でなくても、平和な時代の企業行動では、異常な状況に陥れば司令塔は無謀なチャレ
ンジを要求し、現場は現場でチャレンジを遂行してしまう。戦争時の異常さや企業の不祥事な
どは、落ち着いた平和時や当事者でない距離のある人なら、冷静に非難することはできるだろ
うが、渦中にいるときの当事者なら、何がどうだか分からなかったのかなと思った。日本人は
周りに流されやすい国民性でいろんな方向にすぐ傾くが、一度こっちが正しいと思い込んでし
まうとみんなでその方向に進んでしまう所があるので怖いなと思う。 
 回天で特攻に行っても、機体の不具合で戻ってくることがある、悲しいのはそのときの周囲
の「なんで生きて帰ってきたんだ・・・」 
という冷ややかな反応だ。帰ってきた特攻員は死ねなかったことを恥と思い、次の出撃で死ぬ
ことを望む。周囲からは死を望まれ、本人も死ぬことを望む。戦争の本はそういう息苦しい面
があるなと思った。主人公には大切な人がいて、本当ならいきていたいだろうが、それは平和
な時代だからそう思うのかもしれない。当時に生きていたら、死ぬのが当然と思うだろう。で
も主人公の並木はその中の一人では無かった。学徒出陣のため知識もあり、頭から軍国主義に
洗脳されていた世代でもなかったので朗らかに死んでゆく後輩に戸惑い苦しんでいた。回天な
んて乗りたくない。誰だって。死ぬほどの効果があるとも思えない。 
 ぶつかる敵艦もどんどんしょぼくなってゆく、「せめて空母にぶつかりたい」と思うが、結局
補給船だったりして、死ぬこと自体に意味があるとは思えない。それでもこんな中で、死なな
ければならない。今だったらおかしいのは分かる、でも当時はそうしなければならなくて、失
敗でもして生きて帰ってしまったら、周りから白い目で見られる、そして自分で自分が許せな
くなる。死ねなかった自分が生きていくことが許されない、そんな時代、そこに生きていた人々
の姿、死ねなかった自分を責める人達の姿を想像して悲しくなった。どうして生きていたらだ
めなのだろう。 
 「俺は回天を後に伝えるために死ぬ」並木はそう言って、自分の魔球を一人で見て、そして
去った。 
 特攻に行くと決めるまでの決心と覚悟。回天の故障で、出撃できなかった無念さ。それを、
生き恥と考えてしまう、当時の心理と状況。いつ死を迎えるかも分からない状況下での、揺れ
動く心の描写が、実にリアルに描かれていて感情移入しやすかった。 
 「本当に国を守りたいのなら、国のために死ぬのではなく、生きて国を守ればいい」という
主人公・並木の言葉に対してその党利だなと思ったしとても感動した。さらに、並木の最後の
手紙には、目頭が熱くなり、最後は涙なしではとても読めなかった。 
 僕の地元の山口県平生町には昔、回天の基地があって、今も資料館に当時の資料がたくさん
展示されている。中学生の時にその資料館で聞いた話だが回天に乗る人は拳銃を一丁持って出
撃していたらしい、これはもし敵艦に攻撃することができず起爆しないままに海底に回天が刺
さってしまったときに窒息して苦しむのを防ぐため、つまり自ら拳銃でひと思いに命を絶つた
めとの事だった。もしそうして人生を終えた人がいたとしたらその人が一番不幸だと僕は思っ
た。天皇陛下万歳と送り出されたと思うと胸が痛い。 
 今安倍総理の安保法案が国会で可決され、それによって戦争が起こるかどうかは分からない
がもし起こるのだとしたら、七十年前に命を張って国を守ろうとした人のためにも戦争を起こ
してはならないし僕たち自身、戦争の狂気に呑まれてはいけないと思う。 
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ラゴスの世界 
『旅のラゴス』 筒井康孝著 新潮文庫 

情報工学科３年 礒本 真維
 私は、数種類ある課題図書の中で「旅のラゴス」を選んだ。その理由は、ネットでの評判や、
出版社のパンフレットの小冊子を見て興味を持ったからで、また、作者の筒井康隆が大好きな
アニメ映画「時をかける少女」の原作の作者であることから以前から気になっていたからでも
ある。結論から言うと、この作品を読み終えた今、この選択に大変満足している。 
 ラゴスの世界には、現在の世の中では考えられないようなことができる人や超能力が存在し
ている。ラゴスは様々な能力を持つ人々に出会う。私はラゴスが羨ましかった。旅の途中で様々
な人に出会い、時間を共にし、そして当たり前のように別れていき、それぞれの旅や生活が続
く。ふと考えてみると私は今学生で、世界がとても限られている。学校や部活の友達、先生、
先輩や後輩、バイト先の上司、仲間…。自分がどれだけ小さい人間関係の中で暮らしてきたか
わかると、今にでも旅に出て、たくさんの人に出会い、時間を共にし、そしてまた旅を続けて
みたい。 
 しかしそれには、多少の教養も必要なことが分かった。ラゴスは奴隷になり銀鉱で働かされ
ることになるが、自らの知識で自らと大切な人を守る。旅をしていると、何が起こるかわから
ない。この作品を読んで、無駄な知識なんて存在しない、と思うようになった。今までテスト
勉強のときなどに何気なく、こんな事をして何になるのだろう、と思うことがあったがこの考
え方自体が間違いで、学べることは学べるうちにしっかり身につけておくことが大切なのだろ
う。 
 ラゴスは旅をするうえで一番大事であるといってもよい、人柄がとても良い人だった。私も
ラゴスに出会ったら、つい頼ってしまい、話をしたくなると思う。私もそんな人になりたいと
強く思う。 
 作品中、キチという巨大な宇宙船の残骸がある村で「ご先祖はすべて秀でた頭脳、高き教養
を持ち、それぞれが高度の職を身につけた職人ばかり。だがいかんせんそれらの職は高度に過
ぎ、すべて機械の手助けがなければなし得ぬことばかり。新たに機械の原料を作るには低度の
職。即ち機械が古びて壊れたならば、ご先祖もはやなす術なく、高度な文明はわずか数年で原
始にと逆戻りした。」という話があった。これに対して私は心当たりがあった。スマホやパソコ
ンだ。今、スマホによって便利な生活ができている。知らないことがあったら検索すればいい
し、初めて行くところでも専用のアプリを使えば迷うことなく最短で目的地に行くことができ
る。だが、スマホが手元にないときはどうだろう。知らないことがあってもわざわざ図書館な
どで調べるのは手軽ではない上、面倒であるし、初めて行ったところでは確実に迷ってしまう
だろう。 
 それにＳＮＳが発達している今、何日もスマホが使えない状況下にいると、不安になる人も
多いことと思う。人の生活を支えるためのスマホが、むしろ人を行動力のないサボリ魔にして
いるのかもしれない。たまには図書館で調べ物をしたり、何も持たないでいろんな所に出かけ
たりすると、新たな発見があると思う。それも、絶対に自分にとってプラスになる発見だ。 
 ラゴスの世界は、古代なのだろうか。それとも未来なのだろうか。私の考えでは、古代でも
あり未来でもある。きっと世界は同じような経過を繰り返していて、便利になっては廃れてい
ってまた便利になって、の繰り返しなのだろう。私は、例えばスマホがなくてもうまく生きて
いきたい。学生の今のうちに色々な分野でたくさんの教養を身につけて、もっともっと世界を
広げるためにいっぱい人と会って影響を受けて、幸せを貪欲に追い求めたい。 
 ラゴスのように一生ずっと旅を続けることはできないが、ラゴスのように好きなように生き
ることは私にもできる。そのための準備期間としてとりあえず今は積極的に行動を起こしてい
きたい。 
 次の長期休暇では一人でどこか遠くまで旅をして、その次の長期間では、富士山に登ってみ
たいし、バンジージャンプもしてみたい。やりたいことはいっぱいある。残されたのは実行す
ることだけだ。なんて簡単なことだろう。しかし、それは難しい。誰にでもできることなら、
世界中に天才があふれることだろう。あせらずゆっくり、自分なりに実行していきたい。 
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豚の死なない日を読んで 
『豚の死なない日』 ロバート・ニュートン・ペック著 

金沢瑞人訳 講談社文庫 

情報工学科２年 前田 拓己
 豚の死なない日。この本は、タイトルを読んでそのままの内容だった。とはいっても、最後
の数ページだけが豚の死なない一日を語り、殆どのページが豚の死んだ、いや、豚を殺した日
について語っていた。主人公は幼い少年で、親しい知人の牝牛のお産を助ける場面から始まる。
彼は牝牛の出産を手伝い、その上のどに詰まっていたつまりものを取ろうとして全身大けがを
負う。だが、そのお礼として知人からメスの子豚をもらう。それが主人公と子豚、ピンキーと
の出会いであった。彼は子豚を家族のように扱い、どんどん親愛を深めていった。彼の父は主
人公と反対に、豚を毎日殺す仕事を、家畜の世話と兼ねて行っている。そんな平凡な日々の中
で、主人公が十三歳になった年、父親が急死。全てを背負うことになる。この日、豚は一匹も
死ななかった。なぜなら、殺す側の父親が死んだのだから。簡潔に言うと、そのような内容の
物語だった。この本を読んで自分は思う。この本が最も伝えたいことは、『生きること』につい
て語っているのではないかと思う。具体的に言えば、目的をもって生きていくのか、生きるた
めに目的を持つのか、というところである。この本では、主人公が子豚のピンキーを父親の払
えなくなった土地代の為に殺し、その土地を継続して所有することが出来たという場面だ。主
人公と父親は、自分たちが生きていくためには土地が不可欠で、土地がないと家畜たちを世話
するどころか、所有することすらできない。とはいえ、そのすぐ後に父親は他界したのだった
が。自分はその場面を読み、ものすごく考えさせられた。私たちは喜び及び幸せ、並びに快楽
のために生きていると言っても過言ではない。だがそれらが存在する限り、不幸や災いも必然
的に存在するようになる。なぜなら、この世に悲しいもの、悔しいものその他もろもろ負とな
るものがない限り、塩飽氏と感じることができないのだから。もしも自分の思い通りのことが
ずっと続いたのなら、もはやそれが我々の幸福であったとしても、その人にとってはただの『当
たり前』だ。従って、この世は負となるものが存在しなければ何も嬉しく感じることが出来な
いのだ。では、この本の場面に戻るとする。主人公は自分の土地を守る為に、愛豚を殺した。
すなわち、自分のこれからの幸福を願って、現状の幸福を捨て、自ら不幸になったということ。
彼の選択は間違っていなかっただろうと、自分も思う。今までどれだけ可愛がり、家族同等に
想ったとしても所詮豚は豚に過ぎない。家族とはまたわけが違う。家族は、今までに生活して
いく中で助け合い、笑い合って過ごしてきた仲だ。それに加えて自分をこの世に誕生させてく
れた存在でもあるのだから。その家族を守る為であれば、愛豚を殺すのも仕方がないのだと割
り切れそうではないか。 
 自分も、それと似た経験をしたことがある。自分は現在、とあるカレー屋で働いている。理
由としては、海外に語学研修に行く為である。その語学研修に行くためにはお金が必要である。
そのお金の為には、労働しなければならない。その結果として夏休みの宿題をする時間が削ら
れるのだ。現に、宿題は終わっておらず、こうして終わり間際に必死に書いている自分がある
のだ。非常に無念である。話を戻す。物事の選択には、バランスが大切である。いずれかに偏
りすぎると、その他の部分が手薄になり、痛い目を見ることになるのだ。この本でも、主人公
は愛豚を生かすかこの家と土地を守るかを考える際に、バランスを考慮し、家族を優先させた
のであろう。 
 これまで色々と語ってきたわけだが、ここでまとめに入ろうと思う。現在自分は十七歳で、
不自由なく守られて生活している。だが、このような生活がいつまでも続いていくわけではな
い。いずれ自分も成人になり、自立していく時期がやってくるのだ。そうなれば今よりも、一
つ一つの『選択』を注意して歩んでいかなければならない。選択とは、日常生活において何を
捨て、何を選ぶかということである。人生において、選択は必須で、何かを手に入れる為には
何かを失うだろう。そんな中で自分は、思いやりだけは忘れずに、主人公のように正しい道を、
例え厳しく辛かったとしても誤った道を歩まないようにしたいものだと、この本を読んだ感想
のまとめとする。 
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「旅のラゴス」を読んで 
『旅のラゴス』 筒井康孝著 新潮文庫 

商船学科１年 橋本 龍太
 この物語の最初の章を読み終えた後、「ああ、ＳＦによくある瞬間移動とかタイムスリップな
どでいろんな所へ旅をする、という感じの物語か？これは楽勝に読めそうな本だ。」と気を抜い
て読み始めた。しかし、読み終えた後、「この本を読んで得たもの」が感じられなかった。と言
うか作者から「そんな読み方では私の伝えたかった芯の部分は見えてこないだろう。」と鼻で笑
われているような気がした。何だか悔しくもあり、腹立たしくもあった。今度はラゴスの旅に
付いていくような気持ちで再読することにした。すると、旅をするという事より、ラゴスの人
生がそのまま浮かび上がってくるような印象を受けた。 
 ラゴスはこの世界の中では割合恵まれた北の文化圏の街で学者の家に生まれている。このま
ま、次男なので家の重責もなく、学生時代の友達と転移したり、若さを持て余して小悪さをし
たり、自分であればこれで十分楽しい暮らしぶりであったと思う。でも、ラゴスはふらりと先
祖の遺構を求めどんな危険があるのかも判らない南へと旅に出る。さまざまな出来事が起こる
中、何故かラゴスの周囲には人が集まってくる。たまご道のある街で宿屋の女主人にラゴスは
言われる。「あんたはね、自分に正直でいい人間だということを知らない間にまき散らすみたい
にして周囲に教えてるんだよ。」と。確かにそうだ。最初の奴隷生活でも自分の知恵と人望で次
第に恵まれた生活になって行く。王国でもただの寂れた田舎町に産業を興し、自衛のためだけ
の軍隊を作り、いさかいを起こさないよう二人の女王に約束事をし、土地を離れる。故郷の北
の国に帰っても同じである。先祖の地で知り得た知識を求めた次から次にやってくる人々に自
分の時間を割いてでも話をし、次世代のために書籍化したりする。でも知っていても“今は早
すぎる知識”はそのままにし、時が追い着くのを待つことにする。先人の知恵を習得したのが
ラゴスであったから“この世界”はゆっくりと進歩していくのであろう。 
 物語に出てくる先祖とは、恐らく今の私達だ。現在の世界は進歩を急ぎ過ぎている。このま
まではこの物語に描かれているように科学の進歩に没頭し、環境の大切さを忘れ黄色い星に成
り果て、千人ほどで宇宙をさまようようになるのかもしれないぞと作者は皮肉っているのであ
ろう。そして今の私たちは持っていない、木々の力を借りたり、故郷や行きたい土地への強い
気持ちを利用した第六感的能力が存在するラゴスの世界、人の良い愛される人物であり、何よ
りこの世界を大切に考え、行動を起こす事が出来るラゴスを主人公にして物語を進めたのであ
ろう。そんなラゴスは巨万の富を得ることも、人の上に立ち名誉を受ける事も望まず、つらい
思いをする事の方が多いのに、旅へ旅へと選択して行く。 
 どうしてそんなことをするのだろうか安全な故郷の生活ではだめなのか？央と望まれる土地
で一番幸せと考えられる暮らしではいけないのか？そう思った時、ふと自分の生き方が同じよ
うなことをしているのに気が付いた。進学する時、両親は家を離れることを心配した。しかし
将来の夢のため親元を離れ初めて自活をし、他の学校では知り得ないいろんな知識を学んでい
る途中である。そして卒業し、夢が叶えば、船に乗りさらに故郷から離れ暮らしをすることに
なるかもしれない。でもこの道を後悔したことは一度もない。 
 本作のメインテーマは、「人生は旅の様なものである。」であろう。やはり人生は、楽しい事
よりも辛い事の連続かもしれない。でもそれぞれの夢や目的のために途中で投げ出す事も出来
ず、自分の得た知恵をフル活用して苦難を乗り越え、夢や目的が叶えばまた次の夢や目的が現
れ、再びもがき苦しみながらも乗り越える努力をする。そして自分の人生の終わりに何を見る
のだろうか。充実した“旅を成したとその時に言えるだろうか。彼が最後に目的とした事は、
彼の聖女デーデを求め氷の女王に会いに行く事であった。それを人生の最後の答えとする事が、
今の自分にはよく解らない。しばらく考えた後、自分を納得させるように考え付いた事は、そ
れぞれの旅の答えは一人ひとり違うのであってそれが正解かどうかは、本人にしか解らないの
だろうという事だ。 
 禅問答のような難しいテーマの答えを求める前に、自分の場合は先祖の知識ほどではないが、
まずは人生を生きる知識を充分に得る必要がある。ラゴスが二十年もの時を忘れる程までとは
言わないが、吸収できる知識が目の前にある内は学び続けなくてはいけない。いつか大きな旅
へと、船出する時のために。 
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戦争の海と平和の海 
『出口のない海』 横山秀夫著 講談社文庫 

電子機械工学科１年 坂上 怜央
 終戦後七十年…。今年は特別な節目の年でもありました。広島に原子爆弾が投下された八月
六日には、毎年平和記念式典が平和公園で行われ、特に今年は七十周年だということもあり多
くの国の代表の人達が参加されている様子がニュース等で報道していました。実際に僕も中学
生の時に平和学習として、平和公園には行った事もあり、原爆ドームも見学しました。 
 しかし、この「出口のない海」での「回天」については全くと言って良いほど聞いたことも
無かった上、人間魚雷という兵器がどのような兵器なのか想像がつきませんでした。僕の住む
山口県には、光・平生・大津島と三つも回天の出撃基地があったと知り驚きました。その中の
一つ大津島には回天記念館があるという事で、夏休みを利用して是非行ってみようと思いまし
た。 
 九月のある晴れた日に徳山港からフェリーに乗船して大津島へ渡りました。周防灘は波もほ
とんどない穏やかな海で平和そのものといった様子でした。七十年前まではその穏やかな海が
毎日戦場だったと考えると何とも言えない気持ちになりました。二十分から三十分フェリーに
乗っていると小さな島に到着しました。ここが大津島か…自然が豊かな静かな島という印象を
受けました。 
 まず、人間魚雷「回天」について詳しく知りたかったので丘の上のほうにある回天記念館に
向かいました。記念館の外庭には回天で出撃して命を落とされた方達の名前が書かれた石碑が
ずらっと並んでいました。ほとんどが二十歳から二十三歳位の若い男の人達だったそうで、こ
れから先にやりたいことや夢があっただろうにと思いました。戦時中はとにかく国のために喜
んで戦場に行き戦死したら英雄、生き延びれば非難をされるといった考えで、やはり今とは全
く思想が違います。学校の教育からして、国のために戦うという教育を毎日受けているので、
考え方もそうなってしまうのだと思いました。大学生や高等専門学生は兵役が延長されてはい
ましたが、次第にそれも無くなり強制的に徴兵しなくてはならなくなりました。それぞれの目
標も半ばにして中断されいろいろな悔しい思いもあっただろうと思います。次に、記念館の中
に入り実物に近い回天のレプリカを見ました。本当に人間魚雷そのものといった兵器で、前後
には爆薬などを詰めてあるので長いのですが、高さはなくて人間一人が座るのがやっとという
狭さでした。この回天に乗り込み暗い海の中を外も見えることも無く目標物に向かう…恐怖心
は無かったのでしょうか。それよりも日本のために戦わなければという気持ちの方が強かった
のだろうと思いました。あと、家族に宛てた手紙や遺書、出撃する時に締める鉢巻などがたく
さん展示してありました。どの様な気持ちで故郷にいる家族に手紙を書いたのだろうか、回天
の事は機密情報なので今どこにいるとか何をしているとか本当の事実も知らせる事も出来ずに
辛かっただろうと思います。一番ショックだったのは、終戦の日以降日本が降伏した翌日の八
月十六日にも平生基地から出撃をしていたという事実です。当時は日本が戦争を降伏したとい
う事をすぐには受け入れられずデマだと思われた時期もあった様です。現在の様には通信手段
も発達していないので情報が混乱していたのかもしれません。 
 僕は自宅に戻り、もう一度「出口のない海」を大津島で見た展示物や聞いた話を頭の片隅に
入れながら読んでみました。甲子園優勝投手だった並木が致命的な右ひじの故障から始まり人
間魚雷「回天」に搭乗するまでずっと諦めなかった魔球の完成…本来なら大学リーグで思い存
分チームメイトと野球に打ち込める毎日を過ごせていたでしょう。野球でさえもアメリカ発祥
のスポーツという事で次第に嫌がられ、大学生にも徴兵令が出てメンバーもバラバラになって
しまいました。もう一人の大学生だった北もマラソン選手でオリンピック有望だったのにもか
かわらず、戦争の影響でオリンピックが中止になり夢や目標を失ってしまいました。当時は同
じ様な境遇の学生がたくさんいたのだろうと思います。 
 その二人が偶然にも同じく回天の特攻隊に志願していました。それぞれの経緯は違うけれど
人間魚雷に自ら搭乗する事を決意し、ましてや脱出装置もない兵器なのにと思うと当時の軍隊
の方向性がとてつもなく恐ろしいです。その様な中でも並木は最後まで夢の魔球の完成を諦め
なかった、結果は誰にも見せることは出来ませんでしたが。訓練中の遭難で命を落としてしま
いましたが、敵兵を殺す事なく亡くなったのは並木らしい最後でした。 
 この様な辛く悲しい時代があった事、その事実をこの先もずっと語り継いでいかなければな
りません。永遠の平和を願います。 
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「出口のない海」を読んで 
『出口のない海』 横山秀夫著 講談社文庫 

電子機械工学科１年 中西 太一
 平生町の阿多田交流館にある「回天」のレプリカは、実際に見てみると想像していたより大
きく感じました。全長十四・七五メートル。胴直径一メートル。一人乗り。五百五十馬力。炸
薬は、いかなる戦艦、空母といえども一撃で撃沈可能。「０六金物」と暗号で呼ばれ海軍の内部
でも秘中の秘の軍事機密。人間を歯車の一つとして呑み込んでしまうだけの威圧感と不気味さ
を兼ね備える。魚雷。それは巨大な鉄の棺桶。出撃回数は三十一回を数え、出撃隊員、事故に
よる殉職者、搭乗整備員ら百四十五名が回天と運命を共にしました。ここ平生町では九人が犠
牲になったそうです。改めて戦争の恐ろしさや悲惨さを感じました。 
 主人公の並木は、甲子園の優勝投手として大学でも野球を続けようとしますが、肘を壊して
しまって、以前のような速球が投げられなくなってしまいます。それでも彼は諦めず魔球を自
分で作って、投手として復活をしようと夢に向かって努力します。しかし、戦局が悪化すると、
並木たち大学生も招集されてしまいます。夢の途中で並木は海軍に入隊します。そこでは、自
分の意見も言えないうえに、上官の命令には絶対服従の精神を叩き込まれていきます。そして
日本の敗戦の色が濃くなってくると、神風特攻隊や人間魚雷回天などの自爆特攻兵器で敵に体
当たりして敵を倒す無謀な攻撃が始まります。そして並木達も詳しい内容も知らされないまま
回天特攻隊に志願してしまいます。死ぬことを前提とした回天に搭乗することを受け入れるこ
とができず苦しむ中で、家族のため、愛する人々のためと信じて、自分では、どうすることも
できない運命も受け入れようとします。しかし彼は夢をあきらめず、回天に搭乗するその時ま
で、わずかな可能性を求めて球を投げ続けます。もし私が同じ立場だったら、死への恐怖から
平常心では居られないと思いました。自分の夢なんて忘れて自暴自棄になっていたかもしれま
せん。 
 本の中に、並木のことを、素晴らしい奴だった。心が温かくて誰からも好かれた。それに、
どんなに辛いことがあっても決して夢を捨てない強い男だった。という言葉がありました。私
は少しあきらめやすい所があるので最後まであきらめない並木のような強い心が持てるように
なりたいです。 
 仲間が、次々と回天に搭乗して敵に体当たりして死んでいっても、戦局は一向によくなりま
せん。日本が負けるかもしれないとみんなが思っていても口に出すことは許されません。誰も
がこんなことを続けていても意味がないと思い始めます。おかしいと思っても止められない。
ある時並木は同じ特攻隊員に「日本はこの戦争に負ける」と言いました。他のことを考えない
ように教え込まれてきた隊員は反発します。勝つことしか考えていませんから。死ぬことが怖
いのではなく、日本は降伏して、一からやり直すべきだと並木は言いました。そして回天とい
う兵器がこの世に存在していたことを伝えるために自分は死ぬのだと言いました。勝とうが負
けようがいずれ戦争は終わる。平和な時がきっとくる。その時になって回天を知ったらみんな
どう思うだろうか。祖国のために魚雷に乗り込んだ心情をあわれむか。馬鹿馬鹿しいと笑うか。
そして人間が兵器の一部になったことが事実として残る。並木の考えは、すでに未来に向かっ
ていました。並木は仲間と共に回天で出撃しますが、機械の不備などで帰還してきます。また
いつ出撃の命令があってもおかしくない状況でも、魔球の練習に励みます。私はその精神力に
驚きました。そしてとうとう魔球を完成させました。「合同練習の後に面白いものを見せてやる」
と仲間に言い残し並木は回天に乗り込みます。でもその姿が並木を見た最後になりました。ひ
どいしけで、波にのみ込まれて行方不明になりました。その後、昭和二十年八月十五日、日本
は連合国に無条件降伏しました。戦争は終わりました。大きな戦争の片隅で、人知れず作戦を
遂行した回天は海に消え、全ての記録と記憶が永久に葬られる運命に思えたその時、並木の乗
った回天が、台風の影響で、ぽっかりと海面に姿を見せました。死んで回天の存在を伝える。
本当にその通りになりました。誰も傷つけることなく、自分一人の命と引きかえにして。 
 戦後、生き残った野球部のメンバーは、並木や他の仲間の死を悼み、そして青春を取り戻す
かのようにまた野球を始めます。 
 私はこの本を読んで、改めて戦争は残酷で愚かで、もう絶対に起こしてはいけないと思いま
した。しかし、暗い話の中で、同じ野球人としてどんな時でも夢をあきらめない並木の姿はと
ても印象に残りました。 
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インドに行こうか、行かまいか 
『ガンジス河でバタフライ』 たかのてるこ著 幻冬舎文庫

情報工学科１年 井神 萌
 インドには行かない。そう心に決めていた。決め手は、あるお笑い芸人三人が、「ガンジス河
で沐浴して、身も心も清めよう！」という、インドへの旅番組だった。それはそれは珍道中で、
手で食べるまずそうな変な色のカレー、なんだかあやしいボロホテル、牛の糞だらけの道…も
うゲッソリだった。そして、旅のクライマックス、「ガンジス川で沐浴」。薄々は知っていたが、
想像をはるかに超える汚さ。「いやいや、入っちゃダメでしょ。」と思わずツッコミを入れた。
河の水は泥色に濁り、体を洗う人もいれば、歯磨きをする人も洗濯をする人もいた。そこは大
衆浴場であり、洗面所であり、共同のプールで、インド人の生活場そのものなのだ。なぜそん
なガンジス河が「聖なる河」として崇められているのか。なぜたくさんのヒンドゥー教徒はそ
の濁った河につかり、太陽に向かって祈りを捧げることで喜びを感じるのか。そして、この本
を読み終わった私が、なぜ今ほんのちょっと「うーん、死ぬまでに一回はインドへ行ってみて
もいいかなぁ…」みたいな気持ちになっているのか。 
 まず最初に。著者てるこの奇想天外な考えや行動は、ご両親譲りだと思われる。てるこがイ
ンド行きを決めるきっかけになったお兄さんも同様。突然腹話術師になったおもしろいお母さ
んとそのマネージャーになることを拒まなかった素敵なお父さん。この親にしてこの子あり。
てるこは、自分のことを何度も「小心者」だの「意気地なし」だの書いているが、小心者が初
めての一人旅に「一番Ｔシャツ」は着ていかない。結果的にこの一番Ｔシャツは、英語力が乏
しく方向音痴なてること現地の人をつなぐ、最高のコミュニケーションツールとなる。てるこ
には、ご両親譲りの天性のおもしろさがあり、決して小心者ではない。 
 なぜインドか。神秘の国、魔性の国、人を変える国インド。てるこがインド行きをお兄さん
に伝えた時、「お前、死ぬぞ。」と言われた。お兄さんは一か月のインド旅行の末、腸チフスと
コレラを併発し、隔離病棟へ入院した。原因は「ガンジス河で泳いだ時、水をがぶ飲みした」
から。答えは想像どおり。それなのになぜてるこは、「ガンジス河でバタフライ」を目的とし、
達成したのか。私がテレビで見たお笑い芸人は、ガンジス河に入る前に、もうすでにピーピー
状態で苦しんでいたし、インドへ行くと大半の人がお腹をくだすと聞く。インドでは、制度と
しては数十年前に撤廃されているはずのカースト制が今もまだ根深く残り、その凄まじい差別
のせいで社会情勢も大変厳しく、決して女性が一人旅をするような国ではない。てるこをイン
ドへの旅へと突き動かしたものは何か？ 
 楽しいインド旅行の中で、てるこもまたインドの厳しい現実を知る。「バクシーシ」と言いな
がら、施しを受けようとする幼い乞食。カーストには入らない「不可触民」と呼ばれるのがこ
の人達で、インドでは人間扱いされておらず、あまりに理不尽な差別を生涯受け続ける。どれ
だけ胸を痛め、全財産をはたいたところで、彼らを救うことはできない。目をつぶってしまい
たくなるような現実。自分の無力さが嫌になる。インドにはかっこいい神様がたくさんいたん
じゃなかったっけ？ほら、有名な三大神「ブラフマー神・ヴィシュヌ神・シヴァ神」は一体何
を見てるんだ？人間みな平等じゃないのか？神様って一体何なんだろう？と、てること同じよ
うにやるせない思いがこみ上げてきて、胸がはち切れそうになった。優しく穏やかに見えるこ
の国でも、人の心はそうたやすくは変えられない。厳しい現実。 
 一人旅は、全てを自分で決めないといけない。そのためには、自分がどうしたいのかを常に
自分に問いかけ、自分自身と冷静に向き合わなければならない。自分の価値観を試される気が
する。てるこが「私が私であることからは逃げられないと強く意識する」と書いているが、真
にその通りだと思った。自分を見失いそうになっては自分と向き合い、迷って悩んで苦しんで
答えを探す。てるこが叫んだ「アイ ビリーブ、マイセルフ！」。自分を信じて進もう！私のこ
れからの人生のテーマのようにも思える。 
 インドという国には、不思議な魅力がある。でもその反面、とても怖い国だとも思った。私
は意外とバタフライが得意だが、てるこのようにガンジス河をバタフライで泳ごうとは決して
思わない。でも、想像もつかないような出会いを求めて、いつかインドへ旅立つ日が来るかも
しれない…と、なぜかちょっと今ワクワクする自分がいるのだ。 
 帰るところがあるから、「おかえり」といってくれる人がいるから、旅に出るのかな。さあ、
いつか勇気を出してインドへ行こう！うーん、でも一人旅じゃなくてツアーがいいな。 
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「旅のラゴス」を読んで 
 『旅のラゴス』 筒井康孝著 新潮文庫 

 情報工学科１年 庄本 和史
 旅にはさまざまな出会いがあり、それぞれの物語がある。そして、旅人の目的、夢がある。
しかし、想像を絶するような苦難を伴った旅を続けるラゴスの目的、夢とはいったい何なのだ
ろうか。旅に生涯を捧げる彼の生き方に興味を持ち、旅の終わりに何があるのか、とても知り
たくなった。 
 ラゴスが旅先で、奴隷の身となった時、人間には身体能力だけでなく、思考力も重要だと改
めて感じた。奴隷で一生終わるなら、身体能力だけで十分だ。だが、彼は状況を正しく判断し、
知識を活かして奴隷という立場を回避していく。この事は、危機的状況におちいったとしても、
優れた知識、頭脳があれば、それを最大限に活かし、何とか回避することができるということ
を証明している。その為我々人間は、少しでも多くの知識を身につけ、優位に立とうとする。
しかし、忘れてはならないのは、人を苦しめる為や、自分の利益の為だけに、その知識を使っ
てはいけないという事だ。ラゴスのように、立場を正しく判断し、状況に応じて知識を使う事
が、人間として求められる姿だと思った。多くの知識を得ようとするラゴスに、感心するばか
りだ。十五年間も書物を読み続け、知識を得た事には驚かされた。とても強い精神力と熱意が
なければできない事だ。普通の人なら、きっとできないだろう。そこまでして知識を得ようと
する彼を、改めて不思議に思った。彼はその知識で、いったい何がしたいのだろうか。彼への
関心が深まっていった。また、彼の存在が、一つの村を王国へと変えていった事にも驚かされ
た。村が王国になるには、計り知れないほどの発展が必要だと思う。それを彼が指導し、やり
遂げた。すごいと思った。しかし、急速な発展には、光もあれば影もある。この王国でも、貧
富の差の拡大、環境破壊による美しい自然の減少などの問題が発生した。これは現代社会の問
題と共通するものだと感じた。だから、我々人間は、豊かな生活ばかりを求めようとするので
はなく、起きている問題を認識し、対処していかなくてはいけないと思う。また、国と国との
関係も気を付けなければならない。人が集まれば争いが生じ、戦いが起こる。ついには、国ど
うしの戦いへと発展する。王国の将来に不安を感じ、いつか起こるであろう争いを防ぐ為、王
国の歩むべき道を秘かに示したラゴス。彼はもう、この王国の立派な王なのだと感じた。つい
に故郷に帰ったラゴス。彼が無事に旅を終えて、僕も安心した。ここでの彼の態度も、とても
尊敬できるものだった。旅で得た知識を、故郷の発展の為、教え広める。これは人間社会の発
展において、とても大切なことだと思う。知識を自分のものだけにせず、皆のために活かす。
次の世代がその知識を活用し、新たな発展を遂げる。これはまさしく「文明」である。ラゴス
は、過去の文明の遺産を次世代に伝える為の、中継役になったのだ。そのことを感じた今、一
人の旅人に過ぎなかった彼が、旅を通して、非現実的な体験を多くしたからこそ、偉大な事を
やり遂げる人物へと成長できたのだと確信できた。 
 大切な人を失った気持ちは、どのようなものだろう。ラゴスにとって、デーデを失ったとい
う事は、耐え難い苦しみ、悲しみだったに違いない。いつの間にか、僕は彼に同情していた。
だが彼は、絶望的な状況でも希望を捨てず、再びデーデに会えると信じていた。彼の何事も諦
めないという心の強さを感じることができた。その彼にとって「氷の女王」の存在は、たった
一つの希望になったに違いない。伝説上の人物としての女王は、実際には存在しないのかもし
れない。しかし、絵の中の女王の姿に、デーデを重ね、魅せられてしまったラゴスを、少し哀
れに感じた。再び旅立つラゴス。今回は、大切な人と再開する為の旅だった。彼の精神力の強
さに感心した。僕なら、年老いた体で旅をする勇気は、とても無い。なぜなら、帰還を考えて
しまうからだ。だが彼は、そんな事などまるで考えていない。彼の覚悟は強く感じられるが、
「死」を意識した旅であるのに、彼の態度に悲しみや、絶望感などは感じられなかった。それ
が、とても不思議だった。再び旅立つ姿は、年老いたものの、若者が夢を追い求める姿と、全
く変わらないように感じられた。大切な人との再会という目的、夢を持った旅だったからこそ、
彼は希望に満ちて出発できたのだと思う。彼がデーデに再会できるよう、祈らずにはいられな
かった。 
 ラゴスの人生は、終わりのない旅そのものだ。我々の人生も、数々の経験をし、成長すると
いう旅なのかもしれない。だからこそ、僕達は彼のように持てる力を最大限発揮し、今この瞬
間を、精一杯生きていかなければならない。そうすればきっと、ラゴスのように悔いの残らな
い人生（旅）を、全力で生き抜くことができると、僕は信じている。  
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第１３回読書感想文コンクール優秀作品発表 



 

 

 

 

推薦図書 

 

植物はすごい / 昆虫はすごい 

田中 修 著 / 丸山 宗利 著 

中央公論新社 / 光文社 

 

電子機械工学科  岡野内 悟   

 

 パソコンやスマホで容易に情報が手に入り、車や電車で移動し、お金があれば様々なも

のやサービスが手に入る。現代人がこの数百年で手にした生活の形です。一方、地球には

何億年も前から繰り返される変化に適応し、地球の様々な環境で生きてきた形があります。

植物は光合成により二酸化炭素と水を材料に光エネルギーで自らの体を作り、その植物の

体を食べて生きる動物や虫がいて、それ食べる別の生き物がいて、私たちもその一員です。

植物は体を食べられないように、トゲなどの形態の変化や毒などの化学物質を作りだして

います。一方で種子を運んでもらうように、甘い蜜や果実などで呼び寄せる工夫もしてい

ます。普段はあまり意識することはありませんが、私たちの衣食住すべてで植物のお世話

になっています。 

また、地球上で個体数が多い生き物は昆虫です。昆虫の形態や構造は、それぞれの環境

に適応し洗練され、多種多様で、自動車や飛行機、ロボットなど様々なハイテク機械のお

手本になっています。また、アリやハチなど組織的に生活し、社会生活を考えるうえでも

参考にされています。身近な自然も地球の知恵の宝庫です。人間の価値観と違った世界に

目を向けてみましょう。 
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推薦図書 

珊瑚 

新田 次郎 著

新潮文庫

練習船大島丸  浦田 清  

 明治時代に周防大島の同じ網元の梶子として過ごした三人が、五島列島に渡り珊

瑚漁師となって活躍するも・・・史実に基づく海洋冒険小説、遭難小説、純愛小説

を兼ね備えた、私の最も好きな一冊です。 

巻末の「珊瑚の島取材記」によると、本校と寮の間の道路を山側に進むと正面に

お寺があります。このお寺の大門に２５cm 位の穴があり、これは江戸時代の飢饉

の際の炊き出し口で、粥を手渡すとき互いに顔が見えないようにわざわざ作られた

ものだそうです。筆者は島の情の厚さを感じ、主人公三人が美しい自然と人情の厚

い周防大島で育ったのをこの大島への取材旅行で確認でき、その後は小説「珊瑚」

の執筆のみに傾倒したとあります。 

 

 

推薦図書 

真田太平記 

池波 正太郎 著

新潮文庫

練習船大島丸  浦田 清  

今年のＮＨＫの大河ドラマは「真田丸」ですが、これは、かつてＮＨＫ大型時代劇

で放映された「真田太平記」の原作です。 

物語は武田家の滅亡から始まり、激動する戦乱の世を生き抜く真田一族の謀略を

尽くす父昌幸、真田家存続のため父や弟と敵になる兄信幸（信之）、男の生きがい

を求め戦場に赴く弟幸村（信繁）、そして草の者（忍者）たちの活躍が書かれてい

ます。きっと男女を問わず読者は、ロマンを追い求める彼らの生き方に共感し、多

くの小説家や翻訳家が参考にするといわれている、文章の巧みな著者池波正太郎ワ

ールドに引き込まれていくことでしょう。 
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推薦図書の紹介



 私は今回のブックハンティングに参加して

良かったと思いました。たくさんの本がそろっ

ていて，どんな本にしようか迷いましたが，自

分的にはいい本が選べたと思いました。広島ま

で行くと聞いたときはとても不安でしたが，教

員もいらっしゃったので無事に着きました。と

ても充実した一日でした，また来年も行きたい

と思いました。

商船学科１年 深江 基至

 今回のブックハンティングは，二回目という

こともあり，前回とは違う路線で本を選びまし

た。具体的には，軍記物などのノンフィクショ

ンから想像力をかきたてられるフィクション

小説などです。今回の一押図書のドグラ・マグ

ラという小説は，中学生のころにその内容を映

画で知りました。その当時は，深い内容に心を

奪われていましたが，原作小説は未読でした。

なので，この機会にと思いこの本を選びました。 

電子機械工学科１年 山本 楓真

 今回初めてブックハンティングに参加して，

とても良い経験をしたと思っています。また，

図書館に自分の読みたい本を置いてもらえま

すし，多くの本の中から自分なりの良作を見つ

けることができるので，これからも続けてほし

いと思っています。そして，本を探す際，自分

が今まで興味のなかったジャンルにも，面白そ

うな作品を見つけられるところも良いです。貸

出可能になったら，ぜひみんなに足を運んでも

らいたいです。

情報工学科１年 中下 恵理

 ブックハンティングに参加しました。その日

に公演も行かなければならなかったので迅速

に行動しました。本がとても多く，一応目星を

つけていた本もあったのですが，探しきれませ

んでした。他のブックハンティングに参加した

人は，とても早く選び，優柔不断な私にとって，

とてもうらやましかったです。そのあとはみん

なより早めに終わり，広島のコンクリートジャ

ングルに迷いながらも，駅に着けました。とて

も勉強になりました。

商船学科２年 赤崎 凛平 

 今回ブックハンティング初参加させていた

だきましたがとても良い経験になりました。も

ともと本を読むことが好きで自分の好きなジ

ャンルの話をできる人が少なく正直困ってい

ました。今回選ばせてもらった本は参考書以外

はすべて自分の趣味全開で選ばせてもらって

いました。今回私が選んだ本を手に取り読んで

もらいこのことで数学及び工学について深い

興味を持ってもらいたい。

商船学科３年 岡  秀亮

 今回初めてブックハンティングに参加しま

したが，多くの予算がある中で好きな本を心置

きなく買うことは今までにない楽しさがあり

ました。自分が読みたいと思って選んだ本を自

分で読むだけでなく，他の人たちにもおすすめ

して読んでもらうというのは，本を読む楽しみ

や感動を共有することにもなるのでとてもい

いと思います。

情報工学科３年 友森なつ海

 今回，初めてのブックハンティングに参加し

ました。本を選ぶ時間は約１時間ほど設けてあ

りました。普段では見ることのないブースの棚

へ行ってみたり，興味のある棚へ行ったりして

本を選びました。とても有意義な時間を過ごせ

たおかげか，始めは少し多いかな？とおもって

いた１時間でしたが，あっという間に終わって

しまいました。そんな時間の中で選ばれた本た

ち。皆さんにも新たな視野を広げてもらって是

非読んでいただきたいです^^ 

商船学科４年 坂  頼和
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ブックハンティングに参加して



 ブックハンティングに参加して，たくさんの

本に触れて，しっかり学校の図書館に入れられ，

自分の好きな本がほかの人に見られるのはう

れしいことだと思った。しかし，かなりの移動

をしてその後に１時間だけブックハンティン

グをしたので，少しもったいないなと感じた。 

電子機械工学科４年 國次 洋平 

 今回私はブックハンティングに参加して良

い経験ができたなと思いました。本屋さんには

たくさんの本があるので自分があまり読まな

いような本や自分の趣味などの本があり，見る

角度，見方，視野が広がったんじゃないかなと

思います。今回，他に参加された学生の本にも

注目していきたいです。 

情報工学科４年 高木 夏美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のブックハンティングで様々な面白い本

を見つけることができました。みんなに読んで

もらいたい本がたくさんあり，どの本を買うか

大変悩みました。選んだ本は，どれも読みごた

えのある素晴らしい作品ばかりです。素晴らし

い体験をすることができました。 

商船学科５年 原田 英仁 

 私はブックハンティングで，日頃考えたり見

たことのないジャンルの本を見ることができ，

参加してみて非常に良かったと思います。私は

普段雑誌などしか読むことがないのですが，も

っと内容が濃く，これからの人生において自分

の中で要となるような本を見つけていきたい

なと思いました。 

電子機械工学科５年 有馬  慧 
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平成 27 年 12 月 1 日現在 

年度別入館者数・貸出人数・貸出冊数

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

入館者数 20,055 21,110 20,530 14,960 10,529 

貸出人数 2,119 2,409 2,542 2,207 1,394 

貸出冊数 4,525 5,202 5,227 4,630 2,963 

平成２７年度学年別利用状況

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 専攻科 

貸出人数 186 68 144 196 212 107 

貸出冊数 519 177 284 346 412 231 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

入館者数

貸出人数

貸出冊数

（人数） （冊数）

0

100

200

300

400

500

600

0

50

100

150

200

250

300

1年 2年 3年 4年 5年 専攻科

貸出人数

貸出冊数

（人数） （冊数）

図書館だより第２４号

17

図書館利用状況


	00表紙・目次
	01巻頭言
	03-1推薦図書（Ｍ岡野内）
	03-2推薦図書（O浦田）
	04BH
	05図書館利用状況
	読書感想文コンクール
	02-1
	02-2
	02-3
	02-4
	02-5
	02-6
	02-7
	02-8
	02-9
	02-10
	02-11




