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「読書の楽しみ」 

 

図書館長 古藤 泰美 

 
 私の記憶の最初に出てくる本は絵本ではなく、小学館の「小学生」シリーズです。私が小学生の頃

住んでいた町では、文房具を扱う店が唯一の本屋でした。小遣いをもらって本屋まで、約３０分の道

のりを歩いていく事が楽しみでした。今でも付録がついていますが、付録の工作をした事が記憶に残

っています。今では見る事がなくなりましたが、貸本屋で「マンガ」を借りて読んでいました。一番

好きだったのは「サイボーグ００９」シリーズでした。 
 「マンガ」を読むことを卒業したのは、大島商船高専に入学してからです。アレクサンドル・デュ

マ作「モンテクリスト伯」を読んだのがきっかけです。その後、吉川英治の「三国志」「宮本武蔵」

「新・水滸伝」を夢中で毎日読んでいました。日本文学界の代表作、世界文学界の代表作を貪るよう

に読みました。今読んでも難解ですが、トルストイの「戦争と平和」「アンナカレーニナ」、ドスト

エフスキーの「罪と罰」等のロシア文学、ロマン・ロラン、アンドレ・ジッド等のフランス文学、チ

ャールズ・ディケンズ 、ウィリアム・シェイクスピア等のイギリス文学、当時は熟読ではなく乱読だ

ったと思います。 
 社会人になると仕事がありますので、学生時代のように本が読めません。読んでも文庫本を週１冊

がせいぜいです。本校でも電車通学をしている学生が多いですが、電車の中で読書をしていますか。

東京に行く機会が多いのですが、電車の中で本を読んでいる人をよく見かけます。大人になってから

は本を読む時間が取れませんので、少しの時間があれば本を開いているのだと思います。 
 ５０代になってから、カナダの作家の L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」シリーズを読みました。映

画化もされていますので機会があれば本を読んで映画も見てください。また、原作の「グリーンゲイ

ブルズ (Green Gables) 」は、英検２級程度の英語力があれば読んで理解する事ができます。原作の CD
も発売されていますので、英語のヒヤリングの力をつける事ができます。 
 最近では、本の原作を映画化された作品が多くなりました。ソマリアの海賊を扱った「キャプテ

ン・フィリップス」や「永遠の０」・「男たちの大和」等が映画化されています。原書を読んで映画

をみる、その逆の映画を見て原書を読むという楽しみ方があります。 
 図書館は、過去、現在、未来の私達をつなぐ扉です。その扉の向こう側には、先人達のの叡智、歴

史、文化や技術が詰まっています。日本も含め世界には、長い歴史を思わせる重厚な造りのものや、

モダンで機能美を備えているものなど、美しい図書館が存在します。機会があれば、旅の途中でも訪

れてみてください。 
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出会いの軌跡 
 『窓ぎわのトットちゃん』新組版 黒柳徹子著 講談社文庫 

 商船学科２年 福喜 碧海 
 ガタガタ、そわそわ。いつも元気いっぱいで、ただ、ちょっとだけ落ち着きのない女の子。『トッ
トちゃん』という愛称でみんなに親しまれている女の子が、小学校を退学させられました。彼女は
天真爛漫で、好奇心旺盛。ただ必要以上に動き回ったり、授業中に窓際に立って、チンドン屋さん
を呼び込んだり、つばめに話しかけたり。仕舞いには先生に呼び出されたトットちゃんのママは、 
「彼女は授業中の邪魔で、ほかの生徒にも迷惑がかかる」と告げられたのです。 
それから、トットちゃんは新しい学校「トモエ学園」に出会います。そこは、変わった学校でし 

た。例えば、教室が電車だったり、授業は、自分が好きな教科から手を付けてよかったり、そのほか
にもたくさん。トットちゃんはこの「トモエ学園」を気に入って、毎日楽しそうに登校するのでし
た。そして厄介者扱いされることはなく、それどころか彼女らしく、また、個性を生かしながら、の
びのびと生活を送ります。 
 トットちゃんの性格が変わり始めたのは「トモエ学園」の校長先生である「小林宗作」に出会っ
てからのこと。彼は、生徒たちに互いを受け入れあうことを教えます。何よりも第一に子供たちの
ことを考え、そしてその子どもたちにそそぐ愛情は熱く、教育に対する情熱は何よりも大きい、そ
んな先生でした。 
 この本の主人公である『トットちゃん』は発達障害をもつ女の子でもあります。そんな彼女の運
命を変えた校長先生は、トモエ学園にいる間中、ずっと彼女に向けて「君は本当はいい子なんだ 
よ！」と言い続けていました。 
 みんなの夢が詰まった「トモエ学園」は、ついに戦争で焼けてしまいました。それからみんなは
バラバラになり、トットちゃんは、またみんなに会えることを信じて、疎開列車に揺られながら東
北に向かうというところで、この本は終止符を打ちます。 
 人は、出会いを元に形成される生き物だと思います。『トットちゃん』は、校長先生に出会い、自
信や希望をもちました。そこから、トモエ学園のユニークな教育法でトットちゃんはさらに自分の
才能を開花させたのです。 
人は、誰に出会うかによって、運命が大きく変わることがあります。私自身、本校で出会った先

生によって、留学に行くことを決意しました。今夏、私はフィジーへ留学しました。夏休み前の私
は、全てに嫌気がさし、自己嫌悪に陥ったり、友達を傷つけたり。とにかく、いつもの口癖は(何か
いいことないかな)ばっかり。そんなことを思いながら夏休みを迎え、私はフィジーへと向かいまし
た。 
フィジーはのんびりしていて、全体的におだやかな人が多い国です。休日はどのお店も閉まって

いるので、仕方なく公園に行くと、そこではたくさんの人が野原に寝転がってのんびりしたり、海
をぼーっと眺めたりしていたのです。発展途上国の国にもかかわらず、そこで出会う人々はみんな
陽気で、いつでも幸せそうに笑っていました。そのとき私は、ふっと心が軽くなって、（そんなに難
しく事を考える必要はないのか。）と思ったのです。私はこうやって、現地の人に出会ったことによ
って影響を受け、素直で心に余裕を持てる人、となって帰国することが出来ました。もちろん、悩
んでいたことも吹っ切れて。 

最後に、私の母は小学校で特別支援の先生をしています。時々、母とは障害者について語り合い
ます。母が受けもつのは、ダウン症の女の子。私は彼女に会ったとき大きく手を広げました。する
と、彼女は私の胸に飛び込んできて、ぎゅーっとハグを交わしてくれたのです。障害をもっている
からと言って、社会には使えない人として分類することは、とてもおかしなことです。障害を持っ
ていても互いに受け入れあい、助け合えば、みんな同じ人間なのです。その女の子は、母が担任に
なる前までは、字も書けなかったし時計だって読めませんでした。そのため、以前の担任の先生か
らは雑に扱われ、授業なども適当に済まされていたのだそうです。しかし、母が毎日彼女を信じて
熱心に、母なりの教育をすることによって、１しか読めなかった彼女が、足し算や引き算をも解け
るようになったのです。私は、そのことを母から聞いたとき、大きな感動を覚えました。出会う人
によって、その子の人生が決まることもあるのか、と。その子の人生を百八十度変えたといっても
いいぐらい、母はすごいことをしたのだと、この本を読んで確信しました。 
人が人を変化させ、脱皮のようにして、また新しい人へと導く。それは人間にしかできない、人

間らしい美しさだと私は思います。だからこそ、私は出会いを求め、様々な場所へと足を延ばすの
です。それも、自分自身の変化を求めて。そして、出会いを求める人に何かをもたらしたくて。  
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「きよしこ」を読んで 
 『きよしこ』 重松 清著 新潮文庫 

 商船学科３年 丸木 勘助 
 吃音。言葉の頭がつっかかって繰り返してしまう。たったそれだけでもコミュニケーション
が必要不可欠なこの社会においてそれはとても重いハンディキャップである。この作品は吃音
で、話すことが苦手で悩み苦しむ主人公の少年の成長が描かれた物語である。 
 伝えたいのに、本当は言いたいのに、言えない。「少年」が常に抱いてきた感情だ。悲しい、
寂しい、悔しいとか。この感情は僕もすごくわかる気がする。僕は小学生のころから人見知り
で恥ずかしがりで臆病だったから、人とかかわるのが苦手だった。友達との何気ない会話は出
来ていたが、友達を遊ぼうと誘うことや初対面の子とかは本当に苦手で、日常生活でも本当は
言いたいのに飲み込んでしまった言葉は無数にあった。そのときは自分のそういう所にイライ
ラして、悔しくて、決まって後になってからすごい後悔する。 
 でも少年は物心ついたころからずっとそんな思いを抱き、言葉を飲みこむことに慣れてしま
ったかと思うと僕の悩みなんてちっぽけだ。今思い返すと勇気があれば言えたじゃないかと思
う場面も多々ある。しかし少年は違う。勇気はあって、伝えたいことも明確なのに、言葉がつ
っかかって言えない。それでもどうにか 自分が発音しづらい音を避けて会話をし ようとする。
まだ小学生なのに何かをどうにかして伝えようとする姿には胸が熱くなって本当に立派だなと
思った。少年の悩みはそれだけではない。吃音でうまく話せないことを笑う連中がいたのだ。
転校を繰り返して、そのたびに自己紹介でつまずきみんなに笑われ孤立していき、少年は孤独
だった。そんな中胸の中の架空の友達、きよしこだけが少年の支えだった。 
「君のほんとうに伝えたいことだったら、伝わるよ、きっと」 
これはきっと読者への、実際吃音を持つ作者からの、メッセージだ。伝えたいことは最初から
諦めさえしなければ、伝わるんだ。これには本当に納得した。伝えたいことは不思議と伝わ 
る。本当に強く思っていることは声に出さなくても伝わることだってある。それが自分にとっ
ていいことでも、悪いことでも。結局筆者は伝える努力をしろと言いたいんだと思う。どんな
手段でも、つっかかったりして不格好な言葉になったとしても、伝えたい気持ちがあれば伝わ
るんだよと。作中でもこの言葉に励まされた少年が少し成長する場面が描かれている。少年は
これから肉体的にも精神的にも成長し、あちらこちらへと引っ越しを繰り返しながら様々な出
会いと体験をする。同じ吃音で悩むいたずら好きな同級生との出会い、引っ越してうまくクラ
スに馴染めない少年をさりげなく励ましてくれるやさしいおっちゃんとの出会い、少年を温か
く受け入れてくれたクラスや先生と劇を通じて絆を深めたこと、中学になって野球部に入って
出会った転校生、高校生になって初めてできた少年の彼女で同時に通訳者のワッチ。どれも心
温まる物語だったが、中でも僕は中学校での部活の話が印象に残った。中学生になった少年は
野球部に入り、仲間たちと練習を頑張っていく。三年になって引退試合が近づいてきた頃、野
球のうまい転校生がやってくる。その転校生はもといたメンバーから実力でスタメンを奪い、
それを不満に思った野球部一同は転校生をひとりよそ者扱いし、冷ややかな態度をとる。しか
し少年だけは野球は実力だと転校生の肩を持つ。その支えは転校生にとってすごく力強いもの
だったろう。少年はどこかで自分とその転校生が似ていると思い、転校の苦労がわかるからこ
そ助けたくなったのだと思うが、その優しさ・友情には本当に感動した。もう一つ印象に残っ
たのは少年が高校生になって受験する時の話だ。今までどもりに邪魔されて自分の意見を飲み
込むことしかできなかった少年はついに自分の夢を語るためどもりに打ち勝つ。この本の集大
成ともいえるこの場面には少年の成長が強く感じられた。 
 この本を読んで言葉の難しさというのを再認識した。気持ちを言葉に乗せて発するのは難し
いことだ。伝わっても相手に誤解されるかもしれない。でもそれを恐れていては相手にはなに
も伝わらない。 
「ほんとうに伝えたいことは伝わるよ、きっと」 
だから一歩踏み出すその勇気が大事なんだ。当たり前のことだが忘れがちなとても大切なこと
をこの本は思い出させてくれた。  
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タイタンの妖女から 

    読み解く人生の意味 
 『タイタンの妖女』 カート・ボネガット・ジュニア著 

          朝倉久志訳 早川文庫 SF 

 商船学科１年 原田 瑛伍 
 人生の意味とは。私は今までそれほど深く考えたことは無かった。だが、「タイタンの妖女」
この作品を読むと不思議と人生の意味について考えるようになるだろう。また、この本は発行
されてから五十年も経っている。それなのに今でも多くの人々から読まれ続けているのはどう
してなのかも踏まえて話していきたいと思う。 
 最初に、この本は「SF」ではあるが非常に社会的なことを伝えようとしている現実味のある
作品であることを知ってもらいたい。ストーリー自体は、宇宙にある秘密多き空間時間等曲漏
斗に愛犬と共に入ってしまったラムフォードが妻に命じ全米一の大富豪コンスタントを招き、
突如宇宙空間から現れたラムフォードに「君は火星で妻と結婚する。」と予言されたコンスタン
トがどう動くのかという話でとても SF感のあるものだが、社会問題や人の心の移り変わり、そ
して人間の愚かさと弱さを事細かく表現している。また、宇宙を題材にしていることで興味が
湧きやすいのでそのまま聞くと難しいような話でも飲み込みやすく、私自身も読み進めて行く
につれて心を掴まれるような感覚を体験できた。 
 次に、この本には作者カート・ヴォネガット・ジュニアによる印象に残る読者への表現の仕
方があることを伝えたい。特に、私が一番衝撃を受けたのは人の本を引用することでより分か
りやすく伝えようとする表現の方法だ。あまり自分の小説に人の本の文を載せているものは見
ないのだが、カート・ヴォネガットは違う。自分では説明が十分に至らないもの、自分自身の
心に深く影響を与えた言葉などを専門的な本や有名な書籍から多く引用している。そのおかげ
で分かりにくい単語の意味も分かったり、著者以外の意見も学べ、より頭の中で「タイタンの
妖女」の一つ一つの描写への想像を広げることが出来た。しかし、カート・ヴォネガットは人
の本に頼りすぎているわけでもない。私がそう感じたきっかけになった文がある。それは、 
「彼は腕時計を日光にかざし、太陽電池時計にとって、地球人にとっての金銭とおなじぐら 
 い必要なものを存分に飲み込ませた。」 
という文だ。私は、今まで国語の授業でよく「比喩」を習ってきたがこれほど人間味を強く感
じた例えを見たのは初めてでこれが「タイタンの妖女」が五十年もの間読まれ続けている理由
なのだと深く感心した。また、カート・ヴォネガットは人間らしさを表現するために説教師の
言葉を借りることもある。その中でも外へ外への突進により自然への多大な被害をもたらして
いる現代社会の問題に対して訴えかけるボビー・デントン師の 
「天に届こうと、血迷った塔やロケットを考え出すのをやめて、どうすればもっとよい隣人に、 
 家庭になれるかを考えよ！神はすでになによりも素晴らしい宇宙船を、あなた方に与えられ 
 ている。」 
という言葉からは、人間の進歩への欲をとても考えさせられる。また、地球を「神の与えてく
れた宇宙船」と表している所がとてもカ―トヴォネガットの表現力のおもしろさをより伝える
例え方だと思った。 
 私はこの「タイタンの妖女」を読み終わって「人生の意味」を考えてみることにした。私に
とって人生とは「多くのものと出会える時間」だと思う。人間は生まれてから死ぬまでの間、
数えきれない程の人や生き物、また今回のような書物に出会うことが出来る。そして、その出
会いにより多くの知識を学び、これからの進み方を築き上げることが出来る。思い返せば私は、
今までその「出会い」のために夢を追いかけ、進むべき道を決めてきたと思う。高校生活でも
そうだ。同じ夢を目指すことの出来る学校でも遠い場所を選んだ理由は新たな友達と出会うた
めだった。私のように人と出会うために道を決める人もいれば、動物に、本に、運動に出会う
ために道を決める人もいる。そういう時間を与えてくれることが「人生の意味」であり、その
意味はとてつもなく大切でかけがえのないものだと思う。これらのことを「タイタンの妖女」
は私に考えさせ、感じさせてくれた。私もこの本をきっかけにより一層夢に向けて進んで行こ
うと決めることが出来た。最後に皆さんに一つ質問をしたいと思う。―あなたにとって「人生
の意味」とは何ですか―  
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「それから」感じること 
 『それから』 夏目漱石著 新潮文庫など 

 電子機械工学科３年 井上 匡人 
 「それから」を読み終えて，この物語は主人公の長井代助を中心に，リアルに身の回りの人
間模様が描かれた作品だと思った。 
 まず，この本を選んだのには理由がある。本来，選んだ理由は書かなくて良いものかもしれ
ないが，あえて書く。高校３年の時，国語の授業の時間に銀河鉄道の夜のＤＶＤを見た。この
作品は宮沢賢治が描いたものであるが，僕はこの作品がすごく好きだった。そして，自分の中
で，偉大な文豪と思う人物は，宮沢賢治，川端康成，そしてこの「それから」の作者でもある
夏目漱石の３人である。もちろん他にも僕の好きな小説家はいくらでもいる。しかい，この３
人は全ての人が知っていると言っていいほど有名な小説家で，宮沢賢治と川端康成の作品は結
構読んでいるが，どれもかなりおもしろく，書き手の意思が伝わってきた。その中で夏目漱石
は，吾輩は猫であるしか読んだことがないので今回この作品を選んだ。 
 それでは本題に入り，この本の感想を書いていく。僕がこの本を読んで感じたことは３つあ
る。 
 一つ目は，心臓を病んでいる平岡の妻，美千代のために代助が親せきから借りた２００円の
小切手についてだ。この物語での２００円とは現在のどのくらいの値段なのか調べてみた。あ
るサイトを見てみると大体１円＝２万円だそうだ。単純計算だが２００円の小切手はおよそ４
００万円となる。あるＴＶの番組で「日本語の物語や小説は大きく物事をすることで話はふく
らむ」と言っていた。そこまでおおげさな話ではないが，夫のいる三千代のために，言い方は
悪いが無職の代助のために，そっと４００万円もの金額は出せるわけないと思った。しかし，
そこが面白く，日本語のおもしろさを感じた。 
 二つ目は，代助の三千代への心情についてだ。三千代を平岡に譲った代助だが，それから３
年が経っても縁談は全て断わっていた。それから代助は平岡に呼び出され，平岡と三千代の現
状を聞いた。そこで親せきの梅子に２００円の小切手をかりた。梅子がお金を貸したのは，代
助に好きな人がいるとわかっていたからだ。ここで自分がグッときた，代助の気持ちを表す一
文がある。梅子に「誰か好きなのがあるんでしょう。その方の名を仰ゃい」と尋ねられ，代助
は「どう云う訳か，不意に三千代という名が心に浮かんだ。」この一文にグッときた。平岡に譲
った代助だが，３年経っても変わらず三千代を思い続ける代助は，本当にかっこよく，「人間ら
しい」と思った。僕が好きな漫画にも，「好き」というのは理屈じゃない，とあった。その漫画
は恋愛漫画ではなく，この作品同様に人間模様を描いた作品であったので，この「人間らしい」
という表現を使った。僕もあと少しで１８歳になり，人並みに恋愛をしたことがあり，この気
持ちは凄くわかった。改めてこの気持ちを再確認できた。 
 三つ目は，代助の性格，心情の変化についてだ。３０歳にして無職で，生活費をもらうため
に，父や兄の家に通っていた代助だったが，三千代が好きだとわかった瞬間，三千代と結ばれ
た瞬間に，父や兄，友人だった平岡とは縁を切り，職を探し始めた代助に，非常に感動した。
最後，代助は「ああ動く。世の中が動く」と聞こえる声を出した。無気力であった代助だった
が，三千代との未来は，とても明るく，輝かしいものなのか，と想像した。代助は三千代を呼
び「僕の存在には貴方が必要だ。」と告げている。そこから逆算すると，代助にとって「三千代
のいない世界」など考えられなかったのだろうと思った。なんだかありきたりな言葉でまとめ
てしまったが，それほどまでに想っていたと思う。三千代のいない世の中は，世界は，世の中
とも，世界とも呼べないのではないか。僕は代助に感情移入してそう思った。 
 ここまで感じたことを３つ，書きとめたが夏目漱石の描くこの物語は，「自分だとどうだろう
か」と考えることが多かった。代助のセリフから細かな描写まで，頭の中では色がついてその
状景が浮かび，気がつくと今いる世界から本の世界を飛び回っているような気分だった。 
 最後に，この話は高校３年生など，少し大人に近づいた時に読むと，自分の気持ちに気付け
る素敵な本だと思った。たくさんの人にオススメしたい。  

5

図書館だより第２５号第１４回読書感想文コンクール優秀作品発表



  

 

人工知能の恐怖 
 『人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊』 井上智洋著 文春新書 

 電子機械工学科３年 守田 成里 
 この本は第１、２章では人工知能（AI）のテクノロジーが現状どのようになっているのかを
解説し、第３章でＡＩが雇用を奪うのかどうか、そして第４章では「第４次産業革命」が第２
の「大分岐」をもたらす可能性、純粋機械化経済における雇用の未来について、そして第５章
でベーシックインカムの導入によるユートピアについて展望している。 
 全体に平易な理論で明快に論じられており、説得力がある本になっている。帯の惹句には「
人工知能に仕事を奪われ職に就けるのはたった１割!?」とセンセーショナルな文句が踊るが、
もし本当に純粋機械化経済が人間の仕事を肩代わりしてくれて、めちゃくちゃ生産力が上がっ
て、我々はベーシックインカムで悠々自適に暮らせるのならば、本書が言うようにそれは「希
少性の経済学」が没落し、「過剰性の経済学」（バタイユのいうような）が支配的なバラ色の未
来が開けるということになる。これが大まかな感想である。しかし確かに効率だけを求めれば
全てを機械化すればいいのではないかと思える。それができないのは、やはりまだ人間が行わ
なければならない複雑な作業があることが適当な理由だろうそれに加えて人間が働く場所を機
械が奪ってしまうというのは、聞いていて気持ちのいいものではない。しかし遅かれ早かれそ
んな社会が来ることは遠くない未来だと思う。昨今の社会では人工知能はとても便利なもので
あり経済の発展には不可欠なものである。それと同時に世界の科学者たち人類に人工知能の危
険さを訴えている。例えば世界的に有名な科学者であるホーキング博士は次のように語った。
「完全な人工知能を開発できたら、それは人類の終焉を意味するかもしれない」ホーキング博
士は「人工知能が自分の意思を持って自立し、そしてさらにこれまでにないような早さで能力
を上げ自分自身を設計しなおすこともあり得る。ゆっくりとしか進化できない人間に勝ち目は
ない。いずれは人工知能にとって代わられるだろう」と語った。これはあながち間違いではな
いと思う。人工知能が意志を持てば人類を絶滅させることは間違いないと思う。 
 私が昔読んだＳＦ小説にこのような話があった。「ある日世界最高の知能を持つ博士が世界最
高のロボットを作った。このロボットは一度命令されたことは必ず実行しそれを行うだけの機
能と人工知能を持ったロボットである。昨今の地球の環境に対し不安を持った博士が一番初め
にした命令は、「地球温暖化を止めてくれ」というものであった。それはとてもシンプルな願い
であった。「分かりました」ロボットはそうつぶやくと次の瞬間ロボットは博士に襲いかかった
のである。 
 賢い博士は死の間際すべて理解した。「自分はなんと愚かな命令をしてしまったのだろう」 
と、そして長い年月を経てロボットは命令を完遂した。ロボットはつぶやいた。「次のご命令は
なんでしょうか」しかしその問いに答えるものは博士はおろかいかなる生命体もいなかった」
ここで話は終わりである。ロボットは別に故障していたわけではない。ただ単に地球温暖化を
止めようと思えばその要因であるあらゆる生命体を殺してしまえばいいだけの話である。この
話からわかる教訓は人類がもし、どんなに素晴らしいもの（極論としては物語にでてくるよう
などんな命令も実行するロボット）発明しても使い方を間違えてしまえば恐ろしい結果を招い
てしまうだろう。しかしこれは今まで人類が手にしてきた文明に言えることでもある。炎が人
工知能に変わっただけであると言える。違いといえばその便利さと危険度である。炎を間違え
て使うと火傷を負ってしまうだろう。しかし人工知能を誤って使うと火傷では済まないだろ 
う。これから人類の科学が進歩し多くの文明を確約したとき必要となるのはそれを扱うものた
ちの危機感であるだろう。もし便利なものをなんの疑いも持たずに自分のおもうままに利用し
ていれば、いつかその身を滅ぼしてしまうかもしれない。それが世界規模で起こることが科学
者たちが提唱する危険であるといえるのではないだろうか。  
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犬はあなたをこう見ているを読んで 
 『犬はあなたをこう見ている：最新の動物行動学でわかる犬の心理』      

     ジョン ブラッドショー著 西田美緒子訳 河出文庫 

 情報工学科３年 髙橋 陽明 
 私の家は、タロとジロという名の二匹の犬を飼っている。最近は寮生活で会うことは少なく
なっているが、たまに家に帰った時などは、とても仲良く過ごせていると自負している。しか
し、ふとこの子たちから自分たちがどのように見られているのか気になるときがある。「犬はあ
なたをこう見ている」この本を最初に見たとき、つい内容が気になってしまった。 
 私の実家は農家をしている。そのため、番犬として二匹とも活躍しているが、最近はそのよ
うな役割を与えられる犬が減ってきている。昔は犬にも仕事を与えられ、人間と一緒に働いて
いたようだ。しかし、現在は屋内犬がほとんどで、犬には上品さや人との協調性などが求めら
れている。そのような状況にうまく適応できている犬もいるだろうが、すべての犬がそうだと
は限らない。私たちは犬には何が必要なのか、その犬種がどのような性質を持っているのか 
を、ちゃんと理解しなければならない。 
 タロとジロは双子であるが、それぞれ特徴的な性格をしている。タロは一見穏やかで大人し
そうに見えるが、実際は極度の人見知りでほかの犬や人を見るとすぐに襲い掛かろうとしてし
まう。ジロのほうは人懐っこく、誰にでもよく懐き、食欲も旺盛でなんでも食べようとしてし
まう。 

このように、双子であるが性格もまったく異なってくる（甘えん坊であることはいっしょで
あるが）。しかも、田舎だから許される性格であって、都会では絶対に許容できない。実際、タ
ロに至っては飼い主である私たちにまで機嫌の悪いときには噛みついてきてしまう。小学生の
ときはそれで一時期トラウマになってしまったほどだ。まあそのおかげで犬の感情や表情につ
いて敏感になり、凶暴な犬の扱いを心得てしまったが。 
本文を読んで、犬の感情や考え方についてもいろいろと納得できる部分があった。人間と犬

の感情の違いとして、犬は時間の観念についてとても弱いそうだ。実際にタロは私に何か理由
があって噛みついてきたとしても、そのしばらく後には何事もなかったかのようにすり寄って
きたりする。ジロはボール遊びが大好きで、冬の日などは雪玉を投げると騙されて咥えてしま
い、とても冷たそうにするが何度やっても同様に騙されてしまう。そのようなところも、とて
もかわいい部分であるが、やはり人間とは考え方が根本的に違っているようである。 
しかし、それによって感情が乏しくなるということはない。犬も人間と同じように喜んだり

悲しんだり、果てには罪悪感や嫉妬などという複雑な感情も垣間見えるときがある。本文で 
は、犬には嫉妬や罪悪感などという複雑な感情表現はできないと、科学的な証拠に基づいて証
明されている。しかし、過去を振り返るということがないだけで、その場その場ではこのよう
な感情表現は起こり得るのではないだろうか。実際、ジロばかりをかまっていると、タロはう
なり声をあげて今にでもジロに襲い掛かろうしてしまう。逆に、タロばかりをかまうとジロは
端っこでいじけてしまう。ときにはタロと同じようにうなり声をあげて喧嘩になってしまう。
これは明らかに人間の嫉妬という感情に近い何かを感じたが故の行動ではないだろうか。しか
し、人間と違うところはその嫉妬心が後に喧嘩の火種になることは無いというところだろう 
か。そこに犬の時間の観念について弱いところがうかがえる。 
タロとジロはもう十二歳となり、もう立派なおじいちゃんである。屋外犬の寿命は一般的に

十歳までと言われており、もう十分長生きである。タロはまだまだ元気であるが、ジロのほう
は最近少し痩せてきている。私が小学校一年生のころからこの二匹とはずっと一緒に過ごして
おり、突然いなくなるということは全然考えることはできない。しかし、この本を読んで二匹
のことについて改めて考えさせられた。 
この二匹から立派な飼い主として、友達として見てもらえるように、最後の最後まで同じ時

間を過ごしていきたい。  
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窓ぎわのトットちゃん 
 『窓ぎわのトットちゃん』新組版 黒柳徹子著 講談社文庫 

 情報工学科２年 長安 将寛 
 「君は、本当は、いい子なんだよ。」この言葉が窓ぎわのトットちゃんを読んでいて特に印象
に残った。自分と同じように思った人も少なくはないだろう。「君は、本当は、いい子なんだ 
よ。」この言葉は本作の主人公であるトットちゃんこと、幼少期の黒柳徹子さんが通うトモエ学
園の校長先生の言葉だ。 
最初に入学した小学校でトットちゃんは問題児扱いされていた。珍しく見えた教室の机のふ

たを授業中何度も開け閉めしたり、窓ぎわでチンドン屋さんを待っていたりした。日本の国旗
を画用紙に描く授業では軍艦旗に黄色い房をクレヨンで描いて机に跡が残ってしまったりする
こともあった。トットちゃんの好奇心が強いが故のことだったが、先生達からは迷惑がられて
しまっていた。そうしてとうとう小学１年にして学校を退学させられてしまう。 
 どうやらトットちゃんはかなりの変り者だったようだ。精神医学が発達した今だからこそ読
んだだけですぐにトットちゃんは発達障害か学習障害なのだとわかるが、当時の知識のない先
生からすると確かに迷惑だっただろう。正直、自分が先生の立場でも迷惑だと感じるはずだ。
だが、そんなトットちゃんを受け入れたトモエ学園の校長先生は違った。煙たがるでも乱暴に
あしらうでもなく、「君は、本当は、いい子なんだよ。」この言葉をトットちゃんに言い聞かせ
た。それまで疎外感のような、他のこどもと違うという孤独を心のどこかで感じていたトット
ちゃんはこの言葉でどれだけ救われただろう。「自分はいい子なんだ」「自分は認められている
んだ」とおそらくトットちゃんは思ったはずだ。これはとても大事なことだと思う。誰もが他
者に認められたいという承認欲求を持っていて、トットちゃんはこの校長先生と出会うことで
それが満たされた。もし、この出会いとこの言葉がなければ髪から飴玉を取り出してお茶の間
を笑わせる黒柳徹子さんはいなかっただろう。この出会いはとても大きなものだと思う。 
 この窓際のトットちゃんは黒柳徹子さんの自叙伝だが、それと同時に教育についての本でも
あると思う。トモエ学園の校長先生は、しっかりと生徒一人一人と向き合い、個別に必要な要
素を理解して指導していた。教育の研究が進んだ今、盛んに騒がれている教育相談や特別支援
教育の本質的部分を見抜き、当時からそれらを行っていたのだろう。 
トモエ学園では、所謂変わり者の生徒たちが同じクラスで勉強し、お互いを尊重しあってい

た。生徒の個性を尊重し、その能力を十分に発揮できる環境は現代でもそうは見つからないの
ではないだろうか。驚くべきことに、これをトモエ学園では何十年の前に実現させていた。生
徒のことを第一に考え、深く理解し、その子の未来を明るく照らしだす教育を実践していた。
トモエ学園の校長先生は本当に素晴らしい先生だと思う。 
 それに比べて、今日の教育はどうだろうか。自分は今まで十七年間生きてきたが、本当の意
味で個性を生かす教育には出会っていないような気がする。各人の個性を無くして均一にしよ
うとしているのではないかとも思う。 
 何の疑いも抱かず、目上の人間に従う。そんな人間を作るのが今の教育なのではないかと感
じる。尖った考えではあるが、完全に間違ってはいないはずだ。 
「いい会社」に就職するために学校のテストでいい成績を残す。今の教育を受けてこのよう

に考える人間が多くいるが、自分はこれを不思議に思う。なぜ本当にあるかもわからない「い
い会社」に就職しようとするのか。就職しなくてもお金を稼ぐ方法はいくらでもあるのに謎の
信仰をしているように見える。やりたいこと、叶えたいことがあってそのために勉強して就職
するのが本来のあるべき姿のはずだが、取りあえず勉強、取りあえず就職というのは結局何事
も成しえないのではないだろうか。今の教育はこのような思考停止人間を作り出しているので
はないだろうか。 
 文脈も何もない支離滅裂な駄文と呼ぶにふさわしい文章を書いてきたが、教育や勉強、自分
の生活について考えて、自分なりに自分はどうすれば良いのか答えを出すことが大切だと思っ
ている。窓際のトットちゃんを読んでそれをまた考えることができた。  
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自分が進化するために 
 『イチロー流 準備の極意』 児玉光雄著 青春新書インテリジェンス 

 電子機械工学科１年 三浦  聖 
 スポーツ選手イチローの言葉には、哲学的なとても人を引き付ける強い力を感じました。短
い中にも端的で、彼の経験、体験を通して、彼自らが発した言葉には、説得力と想像力を含ま
らせる、強い意志が感じられ、自然と自分と比較しながら、読み進みました。 
 「準備」とは、大辞林第三版の解説によると、あることをうまく行うために、前もってした
くすること。前もって、環境や体制などを整えること。とあり、デジタル大辞泉の解説による
と物事をする前にあらかじめ、必要なものをそろえたり体制を整えたりして用意すること。と
あります。自分の考える「準備」も、それらと同様に思っていましたが、イチローの考える 
「準備」とは、〝言い訳を排除する〟作業のこと、とあり、とても端的で彼らしい言葉だと思
い、自分もこれからこの言葉を念頭に、色々な事に挑戦して、行きたいと思いました。 
 「イチロー流準備の極意」の本の中でも、最も自分の経験と重なり、心に残ったのは、〝継
続は才能を上回る〟『今まで自分がやってきた事を、しっかり継続することが、イチローと言
う選手の能力を引き出すためには、外せないことです』。（自分の仕事観について語った言葉）
この一文です。 
 自分も幼少よりピアノを初め、スポーツ選手と同様に、練習はあまり好きではありませんで
したが、演奏する舞台や、音楽は好んでいました。周りは、練習熱心で利発な女の子達の中 
で、おっとりした自分との差を感じながら、それでも好きという気持ちを忘れず、中学三年ま
で自分なりに頑張って続けてきました。コンクールなどでの公の評価を得られることもないま
ま、自分の好きな音楽表現を続けていた中、受験前のコンサートで、観客からの支持を得て、
「観客最多得票賞」と言う賞を初めていただくことが出来ました。評価を気にして、それを得
ようと演奏したのではなく、自分のこれまで頑張ってきた演奏を自分なりに、表現しそれが少
しでも誰かの心に残ったらいいな、という思いで心を込めて演奏した結果でした。 
 イチローの言葉にあるように、今までの自分をしっかりと継続することが、能力を引き出す
ために、不可欠で自分を振り返ることで、改めて認識し、これからまた新たなことを、継続し
続けたいと思いました。 
 それと関連して、〝自分は「どんな時に」頑張れるか？〟『力を出しきることは難しいです
よ。苦しくて、苦しくて、倒れそうになります。でも、それをやめてしまっては終わりです。
プロの資格はなくなりますね』（物事がうまくいかない時の心構え）結局、自分自身を厳しく律
して、やらなければならないことをきちんとやる以外に、一流への道はないと、自ら導き出し
たモチベーションを高めて具体策を優先させ、貫き通した彼が出した答えを、自分も深く考え
てみようと思いました。セルフセオリー（人それぞれが保有している特別なモチベーション理
論）を持てるようになりたいです。 
 そのためには、〝「弱い自分」の奮い立たせ方〟『僕は、風邪にも弱い、憂鬱にもなる…不
調の時は、「仕事なんだ」「責任がある」と奮い立たせるんです』。（仕事への責任感に言及して
語った言葉）誰でも不調の時は訪れるが、自らの仕事にプライドを持ち、責任を全うするとい
う内発的モチベーターを原動力に、自分と向き合い戦っているのだろう。不調を乗り切った時
の快感を、強く心に刻み、悪戦苦闘ことを逆に快感にして、一歩ずつ前進していく先にきっ 
と、新しい何かが見えてくるような気がします。不調の時にこそ、沢山のチャンスと、人間と
しての価値を問われているように感じました。 
 まだまだ沢山、イチロー流の言葉はありますが、一流と言われる人の思考や経験を知ること
は、高校生になった自分には、とても参考になり、興味がわきました。まずは、今語った、頑
張ること、壁にぶつかった時にどうするか、常に継続すること、の三点を自らに課して、これ
からの学生生活をより充実したものになるよう、心していきたいと思います。  
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人工知能と経済の未来 

        2030 年雇用大崩壊 
 『人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊』 井上智洋著 文春新書 

 情報工学科１年 吉兼 大智 
 ＡＩに興味があったのでこの本を選んだ。私は将来完璧なＡＩができたらどうなるのかなどが気にな

っていたため自分にぴったりだと思った。読んでみると、自分の知らない事が多くあり非常に驚いた。 

 まずＡＩの定義についてだ。ＡＩは「知的な作業をするソフトウェア」とこの本には書かれていた。例

として挙げられていたのがグーグルやアマゾンなどでおすすめの商品を提案する「レコメンド・システ 

ム」である。普段何気なく使っている機能だったので驚いた。 

次に「シンギュラリティ」である。これはアメリカのカーツワイルが予想していることで、これまでの

法則が通用せず、何が起こるかわからないといった状況のことだ。それを可能にするのがＧＮＲ革命で、

ＧＮＲとは遺伝子工学やナノテクノロジー、ロボット工学の三つのことである。これにより、人造肉を作

って動物を殺さずに肉を食べることができたり、寿命を延ばすことができるようになる。しかも予想では

2045年、あと 19年である。こんな夢のようなことができる時代がもうすぐそこに来ていることに非常に

驚いた。 

次にディープラーニングについてである。これはテレビ番組の特集などで見たことがあった。これによ

りＡＩは人間に教えてもらうことなく勝手に賢くなっていくというものだ。そうすると、ＡＩが人間を超

越し、ＡＩが世界の覇権を握るのではないかという意見を聞くことがある。しかし今あるＡＩは「特化 

型」というＡＩで、特定のことしかできないものだ。テレビ番組で取り上げられている囲碁をするは囲碁

をすることしかできず、たとえ人間を超越したとしても、囲碁をすること以外は人間を超えることができ

ず、結局人間より優れていることにはならないのだ。これは私の考えているＡＩが人間に勝てない理由 

だ。しかし、この本にはこの考えを超えることが書いてあった。それはＡＩの作成方法についてだ。「全

脳エミュレーション」と「」が存在するらしい。後者は脳の各部分の動きを再現したプログラムを合体さ

せることにより知性が生まれ、人工知能になるだろうという考え方だ。問題は前者の「全脳エミュレーシ

ョン」の方で、人間の脳の構造を全てスキャンし、人の手で知能を生み出すという方法だ。非常に時間が

かかる方法だそうだが、もし成功すれば、人間をはるかに超えるコンピュータの処理速度を持った知能と

なる。これは人間を再現するようなものであるそうだ。それなら心が生まれたり、欲望が出てきたりする

のではないかという疑問が生まれた。この本にはそのことについても書いてあった。もし欲望を自分で獲

得していくようなＡＩがいれば、人間とはかけ離れた欲望を持つものになるのではないか、という予想 

だ。非常に面白い予想だと思った。もしそのように人間とかけ離れた存在になるのであれば、ＡＩが国家

を作るかもしれない、と思った。ただ、そのようなことを恐れて日本だけがＡＩの開発をやめるというこ

とは最悪の選択だと著者は述べている。外国に遅れ、利益が外国企業に独占されてしまうからだ。危険性

があるとしても、開発を進め、その危険性を解消していくことができれば、日本が世界のトップになるこ

とも夢ではないと思っている。 

そして本題、ＡＩと経済の関係性についてである。先程述べたＡＩの作成方法で、「特化型ＡＩ」では

なく、人間の代わりとなれる「汎用ＡＩ」が誕生した場合、経済の構造を変えかねないと著者は言ってい

る。人間の代わりに仕事をすることができるのだ。多くの人は職を奪われ、生きていくことが危うくなる

だろう。ここでＢＩが登場する。ＢＩを知ったとき、生活保護や年金と同じようなものなのかなと思っ 

た。しかし、ＢＩは国民全員に金を渡すという大きな違いがあるのだ。大人にも子供にも毎月同じ金額を

配布する。最低限の生活はできるということだ。これについては非常に画期的な案だと思った。年金を受

け取る条件などを考えずに全員に配布すれば手間が省けるからだ。子供が多くいればその分金額が増え

るので少子化対策にもなる。なぜ導入しないのかと思ったが、ＢＩにも問題があった。国民全員に配るに

は所得税を増やすなどして必要な金を確保する必要があるのだが、これでは高所得層が損をしてしまう

のだ。当然反発があると予想できる。しかし、高所得層に、それを許容することで日本の将来の為になる

ということを納得させることが必要だと思う。 

人間を超越するＡＩという存在が現れた時に、それをどのように使うかを考えるのは、これからの世代

の仕事だと考えています。  
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推薦図書 

なぜ君は絶望と闘えたのか・本村洋の 3300日 

門田 隆将 著 
新潮社 

商船学科  岩崎 寛希   

 光市母子殺害事件の９年間に及ぶ裁判の記録で、内容に深みがあり、「家族」と

いうテーマを見つめ直しました。途方もなく続く裁判の日々の中、仕事にも打ち込

めず、本村氏が辞表をついに提出した際の上司の言葉に心打たれた。「労働も納税

もしない人間が社会に訴えても、それはただの負け犬の遠吠えだ。」自分が上司だ

ったら、こんな言葉をかけられるだろうか、と思った。 

 
推薦図書 

物理学とは何だろうか 

朝永振一郎 著 
岩波新書 

一般科目  山縣 淳子   
 「物理学とは何だろうか」物理を学びながら一度は考えたことがあるのではない

でしょうか？私たちの身の回りの物体の運動をおおよそ予測することはとても簡

単です。高校物理（古典物理）の内容で計算することができます。では、どのよう

にして古典物理はできあがったのでしょうか？ニュートンが、リンゴの落下を見て

ひらめいたのが、始まりで終わりなのでしょうか？ 実は、占星術や錬金術と関連

が深いということを皆さんは知っていましたか？ 

 この本は、ノーベル物理学賞を受賞された朝永振一郎博士が、物理学の成り立ち

について執筆されたものです。上下２巻の本ですが、残念ながら執筆途中で朝永博

士は永眠されました。この本の中で、朝永博士は教科書に載っているような物理学

者たちの研究を、その当時の時代背景を踏まえながらやさしく語りかけてくれま

す。物理の成り立ちを知ることにより、これまでと違った視点で物理を学ぶ意義、

科学技術の発展を感じることができると思います。皆さん、ノーベル賞受賞者の言

葉で物理学の歴史に触れてみませんか。 
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 初めてということもあり，上手く選ぶことは

できませんでしたが，いい経験になったと思い

ます。あそこまで，多くの本に囲まれる機会は

なかなかないのでとてもわくわくしました。も

っと図書館が学生にとって，身近な場所となる

ように行動していきたいと思います。ぜひ次回

も行けることができれば，行きたいと思ってい

ます。 
電子機械工学科１年 村本  海 

 私は今回，初めてブックハンティングに参加

させて頂きましたが，まさか広島で，すごく大

きな本屋に行けるとは正直思わず，お話を聞い

たときは，とても嬉しかったです。図書館に入

れてほしい本も見つけることができ，楽しい時

間を過ごすことができました。 
 また機会があれば参加したいなと思いまし

た。 
情報工学科１年 村中  円 

 初めてのブックハンティングで緊張しまし

たが，学生みずから書店におもむいて図書館の

運営に関わる経験はなかなか出来ないことな

ので今回ブックハンティングに参加出来てよ

かったです。 
商船学科２年 坂本彩里菜 

 何度かブックハンティングに参加しました

が，本を選ぶというのは楽しいものです。特に

小説の表紙を眺めている時の嬉々とした感じ

が堪りません。自宅から現場まで多少遠いです

が，参加した甲斐はありました。 
 来年も学校の為に参加するつもりでいます。 

電子機械工学科２年 山本 楓真 

 
 

 
 
 
 １０時８分，大畠駅に着きました。プリント

には「大畠駅を１０時１９分発」とあります。

おそらくこれは，１０時９分の間違いでしょう。

僕が今いるのは第２車両。そしてみんなは先頭

車両に乗るはずです。しかし待てよ？もしかし

たら僕と同じ迷える子羊が，駅のホームでウロ

ウロしているかもしれません。よし，ここは一

度ホームに降りて確認してから先頭車両へ移

動しよう，と，僕は電車を降りました。「プシ

ュー」と，背後で扉が閉まりました。 
情報工学科２年 大下  光 

 私は今年，初めて図書委員になりブックハン

ティングに参加しました。自分のクラスでは，

図書館において欲しい本の希望が沢山あった

ので当日あわてることがなく，クラスの希望通

りにブックハンティングができたと思います。 
 自分は普段，書店に行くことがあまり無いの

ですが，今回のブックハンティングをしている

途中で気になった本があったので，読んでみよ

うと思いました。 
商船学科３年 倉石  宗 

 今日は，私が普段行かないような本屋に行く

ことができて，とても楽しかったです。いつも

はあまり読むことのない詩などの本や英字，茶

道部なので茶道関係の本，もともと本が好きな

ので自分の好みの本など，たくさんの本を選ぶ

ことができて，本当に楽しかったです。 
情報工学科３年 長廣 海璃 

 

 

 

 

ブックハンティングに参加して 
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 私は５月２８日ブックハンティングで広島

にあるジュンク堂に行きました。あまり本に興

味が無かったので書店に行ってもマンガコー

ナーに行くしかなかったが実際書店の店内を

歩き回ってみると知らないジャンルの学術書

があったり専門書があったり，こんな物まで本

が写真集になったりしていてとても驚きまし

た。私は４年なのであと１回しか参加すること

が出来ませんが低学年の人達は，もっとブック

ハンティングに積極的に参加してほしいです。 
商船学科４年 小川  悠 

 今回ブックハンティングに参加して，自分が

前から欲しかった本やその場で興味をもった

本を気軽に読めるようになるのは有り難いこ

とだと思いました。普段本を読まない人やなか

なか手を出せない人にはとても良い機会にな

ると思います。ブックハンティングを通して，

自分が好きな本を友人や他の人に知ってもら

えるのも魅力の一つだと思います。 
電子機械工学科４年 青木 悠汰 

 ブックハンティングに参加しました。ブック

ハンティング先のジュンク堂はとても広く，多

くの本がありました。私はブックハンティング

をするというのはもちろんのことですが，それ

とは別に，ブックハンティング３日前に刊行さ

れた本を購入するという目的がありました。ブ

ックハンティングをしながら目的の本を探し

たのですが見つからず少し残念でした。しかし，

多くの本を眺めて良い本がないか考えられて

とても楽しかったです。 
情報工学科４年 石隈 大輝 

 

 

 

 

 普段あまり本に触れる機会が少ないので，今

回「ブックハンティング」という形で様々な本

に触れることが出来て，自らの知識の幅を広げ

ることが出来ました。この機会を一つのきっか

けとして，今後の生活の中で図書館を多く利用

するなど，もっとたくさんの本と出会っていき

たいと思いました。 
商船学科５年 向山沙央里 

 ５年間，毎年行きたいと思いながら行くこと

は叶わなかったブックハンティングにやっと

行くことができました。 
 単行本は値段が高く，普段はあまり買うこと

が出来なくて，読みたくても諦めることが多く

歯痒い思いをしていました。自分の好きな本を

気兼ねなく買える今回はとてもいい思い出に

なりました。 
情報工学科５年 古川 莉央 
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平成 29 年 2 月 28 日現在 
 

年度別入館者数・貸出人数・貸出冊数 

 

  24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度  

 入館者数 21,110 20,530 14,960 14,806 13,943  

 貸出人数 2,409 2,542 2,207 1,909 1,782  

 貸出冊数 5,202 5,227 4,630 4,133 4,017  

 
平成２８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 306 225 135 214 249 54  

 貸出冊数 846 551 323 398 507 163  
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