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図書館だより第27号



 
教科書の執筆 

 

図書館長 野本 敏生 

 
 三十年続いた平成の時代も今年 4 月末で終わり、5 月から新しい元号に改まることになり、また来年の東京オリンピ

ック開催への期待が高まっている昨今、本校にも朗報が届いた。この数年待たされていた図書館改修の予算が付いたの

である。とはいえ、改修計画は十年近く前に設計されたものなので、多少の修正変更を加え、これから利用する学生た

ちにとって使いやすく親しまれるレイアウトや設備を備えたものにしていく必要があろう。とはいえ、一年後の完成が

今から楽しみである。 

 さて私事での慶事といえば、昨年度から『技術者倫理――グローバル社会で活躍するための異文化理解――』という

教科書の編纂に携わる機会を得たことである。これは、高専機構が奨めている「グローバル・エンジニアの育成」に資

するため、高専学生が海外で働く際に直面するさまざまな事象を社会科学の立場から解説する教科書を作成しようと企

図されたものである。2017 年 4 月に岡山市でキックオフミーティングが開かれ、呉高専が主幹校となることと、主に中

四国の高専教員が執筆者となり一年後の発行を目指すことがその席で合意された。 

 呉高専の知人が編集者になったこともあり、私にも協力の依頼があった。専攻科で技術者倫理を担当しているとはい

え、専門外の私が教科書の執筆者となることに躊躇がなかったわけではない。しかし、当初の担当テーマが「文化と法

と行動様式」と「公衆の利益」の２章であり、法学的なアプローチからの論述でよいということだったので、挑戦する

ことにしたのである。章立てが決定した 11 月末から原稿締め切り日の翌 2 月末までの 3 か月間は、後期の授業や課外活

動の指導、そして図書館長としての業務に追われながらのもので、その合間を縫ってコツコツと少しずつ字面を埋めて

いくしかなかった。 

 なんとか締切日前に原稿を送付することができほっとしていると、編集者の知人から連絡が入った。「原稿提出が一

番早いですよ、さすがですね」とおだてられて喜んだのもつかの間、実は他の執筆者の都合でテーマを変えることにな

り、「倫理と法」、「安全性とリスク」と「製造物責任」の３章で書き直してほしい、期限はできるだけ早いほうがよ

く、できれば 4 月末までにという依頼であった。脱稿してこれでゆっくりできると安心していた私には青天の霹靂であ

った。断ろうかという考えが一瞬脳裏をよぎったが、乗り掛かった舟を途中で降りるのも何やら悔しく、3 月は授業も

ないのでやってやれないことはなかろうと楽観的にとらえ、すぐに快諾した。 

 幸いこの３つのテーマは技術者倫理の講義内容にばっちり符合するものだったので、授業で話をするようにすらすら

と書き進めることができた。なんとかゴールデンウィーク前に原稿を提出できた時は、大きな仕事を成し遂げた達成感

にどっぷりと浸ることができた。ちなみに、その時まだ原稿の未提出者がいると聞き、発行は来年以降になるかもと不

安を覚えたが････。 

 私の心配が杞憂に終わったのは、知人の編集者の八面六臂（？）の大活躍によるところが大きい。そして、昨年 11 月

無事に発行された教科書の実物を手にしたときは、感慨深いものがあった。ゼロから新しい物を生み出せた喜びはひと

しおで、それまでの労苦をすべて忘れさせてくれる。 

 学生の皆さんも、どうか創造の意欲を旺盛にして、どんな困難にもポジティブにチャレンジしてください。皆さんな

ら、必ずそれができると私は信じている。 

巻頭言 
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努力のあり方と私の夢 
 『心を整える。』 長谷部誠著 幻冬舎文庫 

 商船学科２年 神代 昌虎 
 普段テレビの中でその華々しい活躍を見せるスポーツ選手について、その選手の技術的な面以外
について考えたことがなかった。幼い頃から才能や家庭環境等に恵まれ、高年俸を約束されている、
それだけで羨望のまなざしであこがれの対象だけであった。 
 今回、長谷部誠選手の完璧な経歴の裏にある、血のにじむような努力と自己を律する姿勢に触れ、
大きく私の人生観が変化した。 
 私は、将来物流システムの一翼を担う、航海士になりたいと思っている。グローバル化が急激に
進み、ヒトやモノが海を簡単に超えて世界中を行き来するようになった。航海に必要とされる素質
は、仲間とのコミュニケーションを円滑に進めるためのチームワークであると考える。 
 以前、実際に航海に出て研修を受けることがあった。天気に恵まれず、航海日和とはいかず、数
人の仲間が酷い船酔いになってしまった。仲間を助けながらの航海は、自分自身のノルマ以上を同
時進行せねばならず、自分自身の仕事でさえ手いっぱいになることがあった。その日は、いつも以
上に疲弊し、精神的疲労を感じていた。 
 長谷部選手は、このような他者への貢献が必ずしも自身のノルマ達成には貢献しないことを認め
ていた。その上で、チームとしての目標をしっかりと心にとめて、まずはチームに貢献することを
優先していた。二兎を追う者は一兎をも得ず、それを踏まえたうえで、チームとしての成果がいつ
か自身の肥やしになると記していた。 
 私はそれを読み、自らの仕事でさえ不完全にしていた弱さを痛感した。複数の物事を欲張るあま
り何も得ていなかったのである。たとえば、これが社会、すなわち貨物を積んだ船で起きたとすれ
ば、そう考えてみた。ガスや石油、化学薬品などの危険物を運搬しているとなおのこと、完璧を欠
くと事故につながりかねない。船が爆発することや、火災や沈没の危険もある。そうなれば、乗組
員は命の危険にさらされる。 
 サッカーでのチームワークは、学校や会社などのソシアルにおいても応用できる。しかしながら、
日本では、成功者たちはその泥臭い過去の努力について、語ることをカッコ悪いと見なすきらいが
ある。その風潮から、努力を重ねることなく欲しいものを得た人々に傾倒して尊敬の念を抱く若者
が多い。 
 実際にも、いかに努力や精神的負担を味わうことなく成功を掴むか、それに重点を置いた自己啓
発書が増えている。しかもそれがベストセラーになるなど、努力は卑しいものであるかのような刷
り込みが水面下で広まっている。 
 長谷部選手は、そんな世間の流れを変えるような本を出版した。天から与えられた、それぞれの
タレントを伸ばすための必要な努力を紹介した。私はこの本を読み終えるまで、才能に恵まれてさ
えいれば、血のにじむような努力など必要ないのではないかと考えていた。 
 直向きなその努力は、努力家という一言で片付けることさえ失礼だと思った。チームに貢献し、
自身の力に変える、その華々しい活躍を作っているのは、あまりにも長く、苦しく、もがいていた
時間だった。 
 この本を読み終えてから、それらの知恵と行動力を日常生活に生かせるようになってきた。我慢
を強いているような努力ではなく、その先に長谷部選手自身に裏打ちされたゴールがある。長く努
力のパートについて語ってこなかった日本人だからこそ、世界で戦う長谷部選手の言葉は心を動か
した。 
 これから、将来について悩んだりした時はこの本に立ち返って、この今の新鮮な志をいつでも心
に刻み続けておきたい。そして、いつか私も長谷部選手のように努力までも輝かせることのできる
大人になりたい。  
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今後の試合に向けて 
 『心を整える。』 長谷部誠著 幻冬舎文庫 

 情報工学科１年 屋敷 駿斗 
 僕は、元サッカー日本代表長谷部誠選手の「心を整える。」を読んだ。なぜ、この本を読んだ
のかというと、この本を読むことで、僕にとってプラスになると考えたからだ。僕は水泳をし
ている。今までの僕は、レース前に変に緊張する時があり、精神をコントロールできていない。
緊張も必要だと思うが、ぼくの場合変に緊張してしまうと体がガチガチになってしまい、力ん
でしまう。高校でのスポーツで勝ち抜こうと思うなら、自分の心をコントロールしなければな
らないと思う。精神面でも強くなるためこの本を読み、自分にとってプラスにするということ
が、具体的な理由だ。長谷部誠選手は、僕には無い考えをたくさん持っていた。例えば、長谷
部誠選手は「試合当日まではできるだけ同じパターンで過ごし、試合直前にスイッチを入れる
ようにしている」と述べている。このやり方は、今後僕も試してみようと思う。僕は、レース
のときに、自分のレースが始まるかなり前からスイッチを入れてしまっている。そのため、レ
ースの前からイメージしすぎ、レース前の変な緊張にもつながっているのだと思う。このやり
方が自分に合っているかは分からないが、もし会っていなかったとしたら、その時は自分なり
のやり方を考えようと思う。長谷部誠選手も同じようなこと述べている。長谷部誠選手は、自
分と向き合う方法は、主に二つあると述べている。一つ目は、「孤独な時間を作り、ひとりでじ
っくりと考えを深めていくこと。」で、二つ目は、「尊敬できる人や仲間に会い、話をすること
で自分の立ち位置を客観的に見ること。」である。一つ目は、近いことを僕自身やっている。レ
ース後に家に帰ると、真っ暗な部屋で寝ながらレースの反省をする。暗くて静かな部屋だと、
レースのことをイメージしやすく、良く反省できるのだ。自分を見つめなおす時間を作る、世
界で戦ってきたプロのスポーツマンと同じ考えを持てていて良かった。二つ目の考えは、僕に
は無かった。僕にも、尊敬できる人はいる。例えば、自分を変えてくれた先生や、お手本とな
っている先輩、切磋琢磨している後輩がそうだ。このような人達を見て、「すごい」、「かっこい
い」、「負けない」、と思ったことはあるが、自分の立ち位置を客観的に見たことは無い。この本
を読んだ今でも、完全には理解していない。だが、何もしなければ今までと同じだ。だから、
完全には理解できていなくても自分なりに考えて実践しようと思う。まずは、周りから見て自
分がどんな存在なのかを少しでも知ることから始めてみようと思う。この本を読んで一番今の
僕に必要だと思った考えは、「苦しいことには真っ向から立ち向かう。」ということだ。今の僕
は、少し逃げ癖があると思う。僕は、小学五年生の後半という、普通の人より少し遅めに水泳
の選手になった。もともと運動神経が低く、体が硬かった僕は自分で言うのも変だか苦労した。
しかし、当時の僕は、今の僕とは違い逃げなかった。だが、クラスが上がってくると、元々遅
れていた僕は、練習についていけなくなり、精神的にも肉体的にも限界が来てしまった。それ
から練習が怖くなり、逃げ癖の僕が生まれた。今では、違うチームだが練習に行くのが怖いと
きがある。しかし、長谷部誠選手を初め、一流として活躍しているスポーツ選手は、どんなに
辛い練習でも乗り越えている。乗り越えることで自信につなげている。そういうことができる
人でさらに努力した人が夢をつかむのだと思う。僕も、スポーツで自分なりの夢をつかみたい
のなら、自分の甘い気持ちを変えなければならないと思う。昔の逃げなかった自分に時間がか
かっても戻ろうと思う。この本には、長谷部誠選手の勝利をたぐりり寄せるための五十六の習
慣が書いてあるが、その中には、一見題名の「心を整える。」と関係あるかなと思う習慣もある。
例えば、「レストランで裏メニューを頼む。」がある。しかし、これは長谷部誠選手がドイツに
移籍した時に、未知なる街で楽しく、少しでも居心地良く生活できるようにアレンジしたこと
である。これは、気持ちを整えることだと思う。この本の五十六の習慣は、勝利をたぐり寄せ
るために長谷部誠選手が考えたものだが、どれも心を整えるためにやっているのだと思う。逆
に心を整えることで、勝利をたぐりよせるのだと思う。長谷部誠選手は、そう言いたいのだと
思う。僕は、僕なりの心を整える方法を見つけ、レースで勝ち残りたいと思う。この本で多く
のことを学び、プラスにすることができた。本当に読んでよかった。 
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「二十四の瞳」を読んで 
 『二十四の瞳』 壺井栄著 角川文庫など 

 商船学科３年 下迫 渉夢 
 私は、二十四の瞳を読み終えて作者の戦争に対する憎しみや悲しみなどを感じました。この物語
は、瀬戸内海にある細長い岬の村にある学校に、入江の向こう岸に住む先生が赴任し、新入生十二
人と出会い、色々な出来事や成長を書いていると最初は思いました。しかし、読み進めていると作
者が伝えたいことは「戦争」に関することではないかと思いました。そこで、この物語を「戦争」を
観点にして読み直しました。作者は先生と十二人の子供たちの人生を例にして戦争の悲惨さを伝え
ていたのです。それぞれの人生が戦争によって狂わされたことを書くことで戦争は実際に戦場で戦
う人だけではなく、普通に生活している人々にも大きな影響を与えることを伝えていました。 
 私は「大石先生」の人生がとても印象に残っています。大石先生の人生はこの時代の流れや考え
方などが最もわかりやすかったからです。先生は赴任した直後に村の人々から不評だったことから、
この時代は、噂などの情報がすぐに伝わるほど、人々の関係が密接であったことがわかります。ま
た、先生が怪我をして本校に戻るため別れの挨拶に行った時では、先生に対して温かく接しており、
人情のある人々であったこともわかります。校長先生が本校への復帰の話を大石先生にしたとき、
「後藤先生はもうすぐ老朽」と話していたことから、この時代では四十歳ぐらいまでが女性の働け
る時期だったのだとわかりました。その中でも、一番時代を表していたと思えるのが、片岡先生が
警察に取り調べを受けていたシーンです。この時代は、忠君愛国が普通で、それに逆らう、反戦主
義者、共産主義者や社会主義者などは「あか」と呼ばれ、弾圧を受けていました。また、それらの考
えを賛美している本なども、規制を受けていました。これは、物語中にも大石先生が「草の実」とい
う本を所持していると聞いた教頭先生は、すぐにその本を燃やしていました。その後、授業で生徒
たちに「あか」や「プロテスタント」などについて聞いた大石先生は、校長先生から注意を受けてし
まいます。このように、この時代では国の考えが絶対とされていて、それに反する考えを持つ人々
は弾圧され、自由に発言や表現ができない社会だったことがわかりました。その後、物語では子供
たちが成長し、将来の夢について語っていました。半数以上の男子が軍人を目指していることに先
生は不満を持っているように感じました。徴兵の時も生徒には「名誉の死などしなさんな、生きて
帰ってくるのよ。」と言っており、明らかに時代に反している考えを持っていました。その考えが、
最も表れているのが息子の大吉とのやりとりです。息子の大吉は軍国主義の考えに染まっており、
父が戦争で亡くなったことも「名誉」だと思っており、戦争が終わったことに対して喜びではなく、
悲しみをあらわにしています。また、軍国主義に反対する母のことを心の中では恥じており、母と
真逆の考えを持っています。それに対して母の大石先生は、「大吉にはただの人間になってほしい」
「名誉の戦死など一軒に一人で十分」「靖国の母などにはならなくていい」と話しています。これら
のことから、大石先生は生徒や夫を殺した戦争に反対する考えを持っていることがわかりました。 
大石先生の戦争に対する考え方は、作者である壺井栄さんの考えを代弁しているものだろうと、私
は思いました。特に、作中の序盤にある「この瞳を、どうしてにごしてよいものか！」という表現は
最初読んだときは意味の分からないものでしたが、読み終えてみると、壺井さんの考えが最も強く
表れている表現だと思いました。壺井さんは、戦争に対して強い反対の意思を持っており、作中に
もいろいろな形でそれが表れていました。実際の悲惨な戦場を舞台にした作品ではなく、小さな村
を舞台に先生と生徒十二人の交流を描き、戦争によって引き起こされた「怒り」「悲しみ」「苦しみ」
などを描くことによって普通の戦争作品とは異なる見方で戦争の悲惨さと戦争による人々の苦しみ
を知ることができます。壺井さんの作品を読んで私は、改めて戦争の悲惨さを学ぶことができまし
た。世界中の人々が濁ることのない、きれいな瞳になって、この世の中が平和な世界になることを、
私は願います。  
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君たちはどう生きるかを読んで 
 『君たちはどう生きるか』 吉野源三郎著 岩波文庫 

 情報工学科３年 村上 結香 
 「君たちはどう生きるか」、タイトルであるこの投げかけについて少し考えてみる。なんだか私は
今まで「生きる」というより、毎日一日を「過ごす」ようにしてきた気がする。生きることについて
あまり考えず、何気なく日々を送ってきた。だがこの本は、一人の少年が成長していく姿を見せ、
「それでいいのか？」と読者に問いかけてきていた。そのため私は、いろいろなことを考えさせら
れながら、この本を読んだ。 
 まず、コペル君がたくさんの人を見ながら言った「人間って分子なのかも…」という言葉が印象
に残った。人間はみな世の中の流れを作っている。私のように毎日を何気なく過ごしている人もそ
の一部なのだろうか。そう思うと、なんだかうれしい気持ちになる。私も世界の一員であると言わ
れているような気がするからだ。このコペル君の発見をおじさんは、とても大きなことだと言った。
大きくなるにつれて「発見」することが少なくなってきたような気がする。私もこれから感じたこ
と、考えたことを大事にしていきたい。 
 この本を読むうえで重要な人物が「油揚げ事件」の浦川君である。彼はとてもやさしくて強い人
だと感じた。私には自分をいじめたいじめっ子を、大勢の流れに逆らってかばうなんてきっとでき
ない。やめてほしいと思っても、実際言葉にする勇気はないと思う。なぜなら、せっかく味方して
くれた大勢に見捨てられたくないからである。でもそれは、おじさんが最初に語った「天動説」と
同じ自己中心的な考えなのだ。一方、浦川君は自分より、いじめっこのことを優先する「地動説」と
同じ考えである。わたしにもいつか、自己中心的な考えを捨てられる日が来て、彼のように強い人
間になれるのだろうか。 
 また浦川君は家の事情で少しの間、学校に行かず豆腐屋さんの手伝いをしていた。愚痴ひとつ言
わず真剣な顔で豆腐を作る浦川君は本当にすごいと思う。しかし、そんな彼に尊敬のまなざしを向
けるコペル君も素敵だと思った。彼と同じように浦川君もまた、勉強を教えに来てくれる優しいコ
ペル君のことを尊敬しているのだろう。彼らを見ていると、友人であるためには、二人のようにお
互いを尊敬し続けることが大切だとわかる。 
 おじさんは、コペル君のような恵まれた立場にいる人が、どんなことをしなければならないかわ
かるはずだと言った。私も自分が恵まれているということは、心の片隅に置き続けるようにしてい
る。だが、どういう心がけで生きていくべきかなどは考えたことがなかった。私は親が自分へ願っ
ていることが分からない。きっとおじさんやコペル君のお父さんとお母さんのように、世の中の役
に立つ、立派なひとになってほしいと思っているのだろう。わたしもこのことを心に刻みながら生
活を送りたいと思う。 
 この本の冒頭のシーンは、最後の話の一場面である。コペル君は、怖い先輩から友人のガッチャ
ンを守るというみんなとの約束を一人だけ守れなかった。彼はそれから家に引きこもり、死んでし
まったほうがいいなどと後悔と自己嫌悪に追い詰められていた。私も友達に悪いことをしてしまっ
たときは、後日合わせる顔なんてなかった。自分が世界で一番ひどい人間に思えて、嫌で仕方がな
かった。そこでおじさんは、「変えられないことを考えるのをやめてごらんよ。」と言った。余計な
感情に足をとられず、今自分がしなければならないことにまっすぐむかっていくために。これはと
ても大事なことだと思う。後悔しても何も変わらない、ちゃんとわかっているはずなのにいざその
ときになると、過去を恨むことから抜け出せない。だけど、これからそういう場面になったときは、
この言葉を思い出すことで、今からどうするかを考えられるような気がする。 
 そして、友への手紙を書いたコペル君に、お母さんは後悔していた自分にお礼を言いたい、と言
った。私はまだそんな風には思えない。けれど、彼女のように苦い経験を生かしていけば、同じよ
うに思えるようになると信じたい。 
 「僕たちは自分で自分を決定する力を持っている。」コペル君に対するおじさんの言葉だ。この言
葉には「どう生きるか」は自分で決めるべきだ、という意味が込められているのだと思う。コペル
君は過去の自分とけじめをつけ、友達に誠意をもって謝った。彼はたくさんの成長をしながら、ま
っすぐ立派に生きていくのだろう。この本を読み終えた今、何気なく生きていた私は、人を助けて
生きたいと思う。ハンデを抱える友人にさも当たり前のように手助けするコペル君や、助言でコペ
ル君を正しく導くおじさん、自分は後回しで家業を手伝っていた浦川君たちのように…。何十年か
後に「私はこうして生きてきた」と胸を張ることを目標にする。人を助けるために、この本の教え
を糧にして成長していきたい。  
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モリー先生との火曜日 
 『モリー先生との火曜日』 

 ミッチ・アルボム著 別宮貞徳訳 NHK 出版 

 電子機械工学科２年 中村 拓斗 
 「モリー先生との火曜日」それは、人生の意味というものを探すものだった。「モリーの人生の経
験をもとに語られる講義だった。」とあるし、「それは今でもつづいている。」ともあった。結論から
言ってみればそんなものはないらしい。身近なことの、それこそ家族などを取り上げて、「モリー先
生」は語っていた。何が大事なのかを。人生について自分の経験と考えの多くを語っていた。それ
が人のために、ひいては自分のためだと思って。 
 人生は何なのか。この本を読んで考えたことだ。簡単な答えはある。人生は人が生きていくこと、
だろう。だが、人生の意味とは、いったい何なのかと問われると明確な答えは存在しない。いった
いその人生に何の意味があったのかなど、誰にもわからないからだ。言ってしまえば死ぬその寸前
まで分かることなどないのだと思う。もっと言えば、死んでもそんなものは分からないとも思った。
なぜなら、死ぬその瞬間まで人は変化していくものだからだ。本の中にこんな表現があった。「モリ
ーは最後のさよならを言うまで変わりつづけた。」と。多くの人に自分の考えを説き人の心をつかん
でやまなかった人ですらそうだった。最後の最後までいろんなことを考えて、感じたのだろう。多
くの人も同じだろうと思う。多くの人が興味を示して、それでいていまだ何一つわからない「死」。
それに直面してなお多くを語ったモリーもたどり着けなかった。「死」が一体何なのか。モリーは一
つ「いかに死ぬかを学べば、いかに生きるかも学べる。」と言っていた。人生に何の意味があるのか、
なぜに我々は生きているのかを。 
 生きている限りにおいて人は、きっとその存在を認めてもらいたいのだと思う。なによりも、生
きていきたいのだと思う。人は多くの願いを、欲を持っている。仏教的には、煩悩だ。その塊が人間
なのだと思う。ゆえに感情があり、理性がある。誰かにその存在を認めてもらいたい。長生きした
い。何歳まで生きたい。などが、初めに述べた欲の中身だ。きっと誰しもが考えたことがあるだろ
うし、思ったことがあると思う。その存在を認めてほしいのは、独りにならないため。そして、自分
はここにいるのだと、その存在を認知してもらうためだ。誰にも認められないのは悲しいことらし
いから。生に対しての欲は、僕自身もそうだが、きっと命を軽々しく見ているからだろう。自分も
他人も、等しく軽いのだ。だからこそ、軽々しく死にたいだとか、何歳まで生きたい。などと考え
る。実際に死期が近づいた人は、まだ生きたい。もう少しここにいたい。そう考えるのに。自分の命
だってそんなものでしかないのだ。実際に死が身近にならなければ、その程度にしか考えることは
なく、もっと遠い何かでしかない。だから、「死」を知る事が大事なんだと思う。もっと言えば「人
生」に対して。というのが正しいのかもしれない。「死」や「人生」なんて誰にも分からなくてとて
も怖いことだ。考えてしまうと自分そのものすらわからなくなる。いったい、自分は何なのだと。
だからせめて何か残したいと、本能的に行動していくのだと思う。必ず自分に訪れてしまうことだ
ろう「死」を受け入れるために。自分はいったい何ができたのか。何を伝え、何を残せるのか。自分
の生きた、その意味を自分に問うのだ。その答え、その考え自体が、自身の人生の意味、または、生
きた証となるのだ。その自身の生きた証を、後世に残していくことで、長く多くの人に認知しても
らう。 
 まとめると、きっと人間という生き物は人生そのものから、見放されてしまっているのだと思う。
きっと、命を軽々しくしか見ることができない人間は命から見放されている。だからこそ「死」に
ついて知ることができないし、人生の意味についても全く分からないのだ。「死」そのものについて
は分かっても実際には「死」について何一つ理解することはできていない。だからこそ、人は傲慢
で高慢に生き続けていこうとするのだろう。自分に都合の悪いことから目をそらし、考えないため
に。無意識の中で、自分の都合のいい解釈を繰り返して「死」や人生の意味を考えない。だから僕は
傲慢でも高慢でも何でもいいから、命を軽々しく見ないようにしたい。そうすれば人生は分からな
くとも、死については分かるから。死さえわかれば、少なくとも自分の生き方ぐらいわかるように
なると思うから。人生なんてそこからだと思う。自分が分かってから人生は見えてくるのだと思う。
だから自分自身の命に、見放されないようにしたい。結局はみんな死んでいく。どんな幸福な人で
も。いつかは、誰からも忘れられ、朽ちていく。だから、無理に多くのことを残そうとしない。その
代わりに、どれだけ自分が変わろうとも、影響されようとも、自分というものだけは保ちたい。「死」
を知り、理解するために。そして、自分の「死」についてひいては人生について知りたいと思った。  
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クイールと自分の夏 
 『盲導犬クイールの一生』 石黒謙吾著 文春文庫 

 電子機械工学科３年 三浦 聖 
 僕が幼少の頃、我が家にもヨークシャテリアを飼っていました。彼女は常に僕の足もとで寄
り添い穏やかに眠っていました。そんな彼女が亡くなった時、幼い自分は悲しみというよりは、
ぽっかり穴の開いたような寂しさを感じたのを覚えています。だからこの本を選び今回の感想
文を書こうと思いました。このクイールの話を読んで、その時のぼんやりした感覚が蘇えって
きて、なんだか無性に悲しくなりました。 
 犬が人間のために、様々な場面で活躍しています。その事について、少し調べてみました。
犬の特性である嗅覚を生かした仕事としては、警察犬、麻薬探知犬。頭脳を生かした仕事とし
て、盲導犬、介助犬。習性を生かした仕事として、牧羊犬、猟犬、セラピードックなどがあり
ます。犬に触れることで、リラックスしたい時に出る脳波（アルファー派）が出たりし、認知
症に対する悪化予防効果、自閉症の治療等効果を産むといわれています。盲導犬になるため様々
な訓練を受け、ブリーダーからパピーウォーカー、訓練士、使用者渡辺さん、老犬介護ボラン
ティア等沢山の人力と愛情が注がれますが、盲導犬の訓練はとても厳しく高いハードル課題も
沢山あり、盲導犬として仕事に就ける犬は極わずかです。犬にとってこうした仕事は、本当に
喜ばしいことなのか、考えさせられた所は沢山ありました。日本には盲導犬は少なく、盲導犬
を誕生させるよりも、盲導犬訓練士を誕生させるほうがより難しいことも知りました。こうし
た人と犬の信頼関係、愛情深さ、命の大切さによって特別な犬が誕生するのです。 
 犬との関りを通して、自分たち人が学べる事は何かないのか。 
 ペットとして飼われている犬たちにも、飼い主の都合によって捨てられたり、保健所に連れ
ていかれる犬たちも多くいます。動物を虐待している心無い人たちのニュースもよく耳にしま
す。ペットたちにとって日本は環境的に恵まれているとは言えないでしょう。世界に目を向け
れば、欧州の中でも動物福祉先進国と言われているドイツのペット年間殺処分数は、ゼロ。殺
処分は法律で禁止されており、保護された動物たちは新しい飼い主が見つかるまで動物保護セ
ンター「ティアハイム」で暮らします。ペットショップでは犬、猫の販売は禁止されており、
街のティアハイムへ行き保護されている子を引き取るか、個人でブリーダーを探して親犬の繁
殖・出産前に引き取りの予約をするかです。命を預かっている以上、人間と犬たちがいかに快
適に過ごせるか考えて作られたルールを見習うべきではないでしょうか。クイールの様な、盲
導犬を始めとした仕事犬たちばかりに負担を押し付けるのではなく、共に支えあえる関係でい
られたらと思います。 
 共に支えあえる大切さを知り、互いに支えあうということは生きる勇気や力を分け合うこと
だと思うようになりました。不可能だと思ったことが助け合いで可能になったり、お互い思い
あうことで不安が少なくなり、幸せな気持ちになったりするのではないでしょうか。 
 人と動物の共存についてこの本からいろいろ学べたように、人と人がお互いを思いあい優し
い社会になれたらと思っていたこの夏、ある人との出会いで僕は大きく動かされました。 
 夏休みのお盆、知り合いの手伝いを兼ねて別府に一週間滞在しました。そこで毎日地元の温
泉場でお会いする方とたわいもない話をしていました。その方は熱心にボランティアをされて
いるみたいで、翌日より大島で行方不明になっている男の子を探しに行ってくると話していま
した。自分も大島に居るので気になっていました。すると尾畠さんは見事に見つけ出し、時の
人となってしまいました。しかし、尾畠さんは戻ってからも多くを語らず、自慢することもな
く、ただ無事だったことだけに安堵し喜んでいられる様子でした。自身の信念だけを貫きおご
り高ぶることもなく素朴でやさしい人柄こそが、何よりも人の支えなのだと見せてもらえまし
た。 
 犬は人のために働いたり、パートナーの言うことを守ったりすることが楽しみであったり、
喜びであったりするように、自分自身が行動に楽しみや喜びを感じられる事が、支えあう気持
ちにより近づく一歩になるように思いました。自分も友人や周りの人に常に優しい存在であり
たいと思います。  
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夜のピクニックを読んで 
 『夜のピクニック』 恩田陸著 新潮文庫 

 情報工学科３年 村中 円 
 「この学校に入ってから、一番楽しかった出来事は何か」と聞かれたら、私は間違いなく高
専大会だと答える。部内の新入生歓迎会が終わった頃から、激しい練習をしてたくさん汗をか
いたり、部活の仲間たちとご飯を食べに行ったりしていつもより帰るのが遅くなったりして、
毎日、「疲れた～」と言いながら布団に入るのは何もしない休みの日より充実している気がして
とても楽しい。だが、最も楽しいのは高専大会の日の夜だと思う。宿で、一日目、二日目と誰
かの部屋に大人数で押しかけて、ぎゅうぎゅうになりながらお喋りしたりお菓子を食べたり、
トランプでゲームをしたりして、ついつい夜更かしをして次の日に後悔したり。そんな楽しい
時間を過ごせるのは一年でたったの二日だけだと思うとなんだか切なくなって、夜だけがもっ
と長くなればいいのにと思う。 
 主人公達が通っている高校は修学旅行が無い代わりに、一年に一度、一日中歩き続ける歩行
祭という行事がある。「歩く」と聞いて真っ先に思い浮かんだのは、小学生のときにあった遠足
だ。学校から目的地まで６キロくらいの距離で、最初は友達とお喋りをしたりして楽しかった
のだが、途中からリュックの重さで痛くなる肩や腰、歩くたびにじんじんと痛みが響く膝や土
ふまず。行きは晴れていたくせ、帰りになると降ってきた雨。足の痛みと雨に濡れた寒さで、
「何でこんな辛いことをしないといけないのか」と、何度か泣きそうになりながら歩いた。一
刻も早く帰りたいという気持ちが強くて、家に着いたときは、達成感というよりただ、「身体中
痛いしとても疲れた」という思いだけが残った。 
 しかし、主人公達は一日中歩いていて、この比ではない程の痛みと戦っていたのかと思うと、
昔とはいえ自分の成果がちっぽけなように思えた。 
 主人公たちは今の私と同じ三年生で、彼らは歩行祭が終わった後、大学進学や就職活動でそ
れぞれ別の道に進む。そうなるとあまり遊ぶ暇も無いだろう。それらを前にして歩行祭は、い
い行事だなと思った。何故なら、友達と一日中話せる機会は余り無いからだ。夜は、何をして
も昼にするより楽しさが倍増すると思う。夜に食べるおやつや、親に隠れながら見るマンガや
ゲーム、友達と長電話をして夜更かし。親に見つかると怒られてしまう、いけないことだから
こそ胸をときめかすのだろうか。 
 主人公の融と貴子は、父親が同じ異母兄弟で、母親の手前、自分達はどう振る舞えば良いか
わからなくて、ぎくしゃくした関係になっている。本当の子供である融はそうではない貴子の
ことを憎み、逆に貴子のほうは融と仲良くしたいと思っている。兄弟がいない私からすれば、
例え血のつながった兄弟でも兄弟がいるだけ羨ましいし、普通に仲良くすればいいのにと思っ
てしまうのだけれど、本人たちはそういかないらしい。そんな二人の関係が、歩行祭で一緒に
歩いている親友やアメリカに行ってしまった友達が残したおまじないのおかげでほぐれていく
のは嬉しかった。私は、昔から自分の気持ちを素直に表現できるタイプではなく、自分の意見
よりも他人の意見を採用し、嫌われていると思った人や自分が嫌いだ、苦手だと思った人には
近づく必要はないと思ってしまう。だけど、彼らを見ていると、正直に話せる友達がいるのも
悪くないなと思った。そして、私は前の融と同じで、自分の駄目な部分を見せるのが嫌なのだ
と気づいた。 

今回、この本を選んだのは叔父が「私に読んで欲しい」と勧めてくれたからだが、そう叔父
が言った意味が分かった気がする。私が心の内を出すのは怖いのは、今まで見栄を張っていた
自分が、ちっぽけな人間だと知られてしまうからだ。それでも、融や貴子のように自分が大事
だと思う、これからも仲良くしたい友達に、自分のことを話したいと思う。どうしても好きに
なれない人もいるかもしれないけど、嫌いな人も、視点を変えればいい所があるかもしれない。
一点からでなく、色んな見方が出来る人になりたいと思った。  
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盲導犬クイールの一生 
 『盲導犬クイールの一生』 石黒謙吾著 文春文庫 

 情報工学科２年 大田 結梨 
 「ありがとう、クイール」この本を読み終えたとき、涙でクイールが見えなくなっていた。「盲導
犬」と聞くと、視覚障害者の道案内をするためだけに育てられた犬と思い浮かぶ。この本は、一匹
の犬の誕生から死までが書かれたもので、クイールはラブラドール・レトリーバー、五匹のうちの
一匹として生まれた。この一匹との出会いが私の盲導犬に対するイメージを払拭したのだった。 
 クイールは誕生から死ぬまでの間、多くの出会いと別れを経験することになる。そしてその最初
となるのが飼い主、水戸さんとの出会いだ。だが水戸さんはクイールを盲導犬にするため、約一か
月での別れを選んだ。 
 その時がきて、飼い主は寂しいと感じる一方でクイールについては「まだまだ仔犬。別れの意味
などわかるはずもない」とある。だが、私はそうは思わなかった。人間の赤ちゃんでも、親が離れそ
うだと感じると泣くように、犬にも雰囲気を感じ取る力があると思う。だからクイールもどこか寂
しさを感じていたと思う。しかし、それも盲導犬になるためには我慢しなくてはならない。飼い主
がさみしい気持ちを捨ててまで育てるところにも気持ちを感じた。 
 別れを経験したクイールだったが、盲導犬になるための一歩として、「パピーウォーカー」のもと
に預けられ、仁井さん夫妻との出会もあった。散歩や遊びなど日々充実した生活を送っていくなか
で、仁井さんとクイールは親密な関係を築いていた。この仁井さん夫妻は何度も「パピーウォーカ
ー」のボランティア活動をしており、何度も別れを経験したというが、「こればっかりは慣れること
はない」といっている。別れが辛いと分かっていながら暮らすのは、私にはとても耐えられない。
だからその辛いことも含め、盲導犬になる犬と暮らすのは覚悟がいることだろう。こうして、よう
やくトレーニングが開始される。歩行者に合わせて歩く、障害物の前は止まるなど、何匹かに繰り
返し教え込むため相当な体力を使うことになる。 
 このように、盲導犬の育成には「生ませの親」「育ての親（パピーウォーカー）」「しつけの親（訓
練士）」と多くの人が愛情を込め育て上げているのだ。以前、私は盲導犬と歩く体験をしたことがあ
る。その時思ったことは「すごい」の一言だった。雑に感想を述べたわけではなく、その言葉しか出
てこないほど完璧だったのである。それも、育てあげた人の努力の賜物だということを忘れてはな
らない。 
 さらに、この本には涙でクイールが見えなくなるほどの感動が詰まっている。渡辺さんという視
覚障害者とクイールがパートナーになり、徐々に考え方が変化しているところには心奪われた。出
会う前は「犬に牽かれるくらいなら死んだ方がましだ」「犬はいらん」と言っていたが、同じ時間を
過ごしていくうちに「一緒にいるだけで気持ちを明るくしてくれる」「こいつのおかげなんだよ」と
いうまでに変化していった。渡辺さんが病気で入院していた時、自らの死期を悟ったのか、クイー
ルに会いに行った。そして、最後の散歩をするのだ。あれほど盲導犬を嫌っていたことが嘘のよう
に信頼と愛情を深めた姿がそこにあった。渡辺さんの言動の変化により、盲導犬は道案内専用の犬
だというイメージから人の心を動かし支え、生きる希望を与えているというイメージに変わった。 
 ここまで述べたことは、育成に関するごく一部であり、今後も課題になってくることがいくつも
隠れていた。それは、盲導犬一頭を育てるのに三百万もかかるのに対し、寄付金も国の助成金も不
足しているという事だ。その他にも盲導犬訓練士も足りていない。これらの改善には、もっと国の
援助が必要だと感じた。 
 犬は言われたことに従うのが好きだという。そして、人間は視覚障害者の方のために盲導犬の育
成をし、実際に働かせていており、どちらにとっても大きな存在だ。これは盲導犬のみに限ったこ
とではない。ペットショップの犬を飼い、人は自由にしつけているかもしれないが、その犬はご飯
をもらい、散歩にも行き、生きている。逆に人間もその犬から癒しをもらい、元気をもらっている。
私の家でも犬を飼っているが今、どちらか一方がいなくなると考えると、お互いに耐えられない気
持ちになるだろう。 
 つまり飼われている犬と飼い主、盲導犬として働いている犬と盲導犬に助けられている人、犬と
人間は関わりが深く、互いに依存し合って生きているのである。  

 9

図書館だより第27号



  

 

沈黙の春 
 『沈黙の春』 

 レイチェル・カーソン著 青樹簗一訳 新潮文庫 

 商船学科１年 宮尾 優奈 
 この本は、化学薬品である除草剤や殺虫剤などを使い続け、挙句の果てに鳥や虫、人間までもが
死滅してしまうという事実を読者に訴えている。 
 動物が化学薬品に汚染された虫や植物を食べ、食物連鎖によって人間に害が及ぼされるまでの過
程が細かく述べられている。 
 殺虫剤の原点は昔、人と人との戦争に用いられていた兵器であり、虫を殺すためのものではなか
った。戦後、虫が農作物に悪影響を与えないように発明されたのである。ということは、殺虫剤は
殺人兵器にもなりうるということがわかる。 
 しかし、殺虫剤の使用を無くすことが可能であるのか。殺虫剤を使用しなくなることで農作物に
悪影響が及ぼされるとなると、その職に携わっている人達が黙ってはいられない。 
自分の収入源である農作物が害虫によって採れなくなり生活が苦しくなるとしたら大変だ。 
 それに私自身、家にカメムシが出現した時にスプレータイプの殺虫剤を使用し駆除を試みるよう
に人間のほとんどが虫嫌いなうえ、その存在意味がないように思っているのである。 
 人間は誰しも便利なものを手に入れた後、前の不便には戻れなくなってしまう。現代の人々にと
って、除草・殺虫剤を使用するのが当たり前になってしまっている。それらは土の中に染み込み川
から海へ流れていく。 
 食料不足になるより、殺虫剤を使用したほうが良いという話だけには誰しもが頷くだろう。 
 カーソンは本文で、最悪な事態になる前に大量の除草・殺虫剤の使用を避けようと訴えているが、
スーパーなどで子供でも簡単に扱えてしまう兵器が容易く手に入るこの現状で使用を控えるという
のも難しい話である。 
 私は除草・殺虫剤を使用しなくなるのは不可能だと考える。しかし人体には何らかの悪影響があ
るとも考える。残る手段としては、いかに人体への悪影響を少なくするか、人体がその悪影響への
免疫をつけるかである。要するに、大量の除草・殺虫剤の使用は悪影響の範囲を拡大してしまう。
したがって、食料不足で人類の生命が危機にさらされるのなら、使用を最小限に抑えるのだ。 
 人間のほとんどが除草・殺虫剤が私たちを含める様々な生物に悪影響を及ぼそうとしていること
に気づいていない。私もこの本と出逢うまで考えもしなかった。その理由は除草・殺虫剤には人々
に生死に関わるほど有害なものだと大きく記されていないからだ。 
 では有害であると知った科学者や研究者たちは何故、声をあげて問題を提起しなかったのだろう
か。それは、もしかしたら職を失ってしまうかもという恐怖か、今更といった諦めか、ただそうい
う風に現実に目をつむり都合の良い理由をつけて自分を納得させてしまうことは、弱い人間の心理
であり、とても恥ずかしいことだ。しかし、もし私が研究者側だとしたら果たして、その事実を訴
えることができるのだろうか。いや、それらを使用しているのが当たり前になっている現代、私に
声をあげることはできない。カーソンはそれらの汚染が人類そのものに関わる問題だと、この本で
真っすぐに訴えている。それはとても勇気のいることだと感じる。私はカーソンのように自身に恥
じない尊厳を持った行動ができるだろうか。 
 この本を読んでいくと、何だか実感がわかず、昔話を読んでいる気持ちになった。専門用語も多
く、読解するのが少々大変だったのだが、何故だかこの本は最後まで読んで理解しなくてはいけな
いような気がして読み進めていくと、色々な事実が明らかになったと同時に今人類が起こさなくて
はいけない最善な行動は何なのか、また世の中に飛び交う数多くの情報の中で何が正しいのかを考
える良い機会となった。 
 このような環境に関することのほとんどが人間が悪者であるように思える。最終的にツケがぐる
っと回って私たちに戻ってくるというのがオチだ。いつの日か後悔する日が来るのだろうか。そん
な怖さや虚しさを感じさせられた。  
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モリー先生との火曜日 
 『モリー先生との火曜日』 

 ミッチ・アルボム著 別宮貞徳訳 NHK 出版 

 電子機械工学科１年 前川あかり 
 この本は、主人公のミッチ・アルボムが恩師のモリー先生と再会したことをきっかけに、毎
週火曜日に先生のもとへ訪れて人生についての授業を受けるというお話です。モリー先生は難
病を患っており身体が少しずつ動かなくなっていきますが、最期の時までミッチに人生にとっ
て大切なことを教えてくれます。 
 モリー先生の言葉は深くて考えさせられ、まるで自分もモリー先生の授業を受けているよう
な気分になりました。「目に見えるものが信じられなくて、心に感じるものを信じなければなら
ないときがあるんだ。他人から信頼してもらうには、こちらも相手を信頼してかからねばなら
ない。」というモリー先生の教えに、信頼というものは自分から相手に信頼を向けなければ相手
に無条件で信頼してもらえることは難しいのだと気づきました。お互いに信頼し合って初めて
信頼関係と言えるなら、信頼関係を築こうと思った時にまず自分から相手を信頼するというこ
とが当たり前な筈なのに、モリー先生の言葉で初めて気づいたような気持ちになりました。 
 モリー先生が価値観について語った「小さなことはルールに従ってもいい。けれども大きな
こと――どう考えるか、何を価値ありとみなすか――これは自分で選ばなければいけない。誰
かほかの人、あるいは社会まかせじゃ、だめだ。」という言葉に、ミッチと同じように私自身も
価値観について考えさせられました。「小さなことはルールに従ってもいい。」というのは生き
ていく上で守るべきマナーやルールで、「大きなこと――どう考えるか、何を価値ありとみなす
か――これは自分で選ばなければいけない。誰かほかの人、あるいは社会まかせじゃ、だめだ。」
というのは、他人や社会に流されてしまいがちな、本来なら自分で選ぶべき価値観のことを指
しているのだと私は受け取りました。私自身、周りの意見や噂に流されやすく、世間もまた流
されやすいと感じます。そんな風に流されやすいせいで、もっと大きな、自分で選ぶべきもの
を自分で決めきることができずに周りに流されてしまうことがあるかもしれないと考えると、
やはり自分の考えを持ち、自分で選ぶことがとても大切なのだとわかりました。私は自分の考
えを持つことが難しいと感じ、ついつい周りの意見に合わせてしまうことが多いのですが、自
分の価値観を大切にしなければならないとモリー先生の言葉で改めて考えることができまし
た。 
 モリー先生が人の生き方について語ったときの「『人生のはじめ、子どものときには生きてい
くのにほかの人が必要だろう？人生の終わりにも、私のようになれば、生きていくのにほかの
人が必要だろう？』声がささやくように低くなった。『しかし、これが大事なところで、その中
間でもやっぱりほかの人が必要なんだよ』」という言葉は、人生において大切なことをわかりや
すく丁寧に教えてくれていると思いました。まだ自立していない幼い頃と、歳をとり身体が老
いて自分一人で生きられなくなってしまったときは誰かの助けがなければ生きていけないのだ
ということは理解できているつもりでしたが、その中間でも誰かの支えがなければ生きていけ
ないのだと、いう見落としがちなことを改めて理解することができました。自分で働くように
なり、自分で責任をとらなければならない大人になるということは、一人で生きていくことだ
と思いがちですが、そうではなく、大人になって自立しても小さなことから大きなことまで誰
かに支えられて生きているのだということを改めて理解できたような気がします。人は一人で
生きていくことはできず、誰かに支えられて、自分も誰かを支えて、人は常に誰かと支え合っ
て生きていくのだと、モリー先生の言葉がわかりやすく教えてくれました。 
 「人間は、お互いに愛し合えるかぎり、またその愛し合った気持ちをおぼえているかぎり、
死んでもほんとうに行ってしまうことはない。つくり出した愛はすべてそのまま残っている。
思い出はすべてそのまま残っている。死んでも生きつづけるんだ――この世にいる間にふれた
人、育てた人すべての心の中に」という言葉が、私はこの作品の中で一番心に残りました。思
い出は簡単に消えてしまうことなく死んだ後も残り続けるのだと思うと、生きていく上で誰か
を愛し思い出をつくるということはとても大切なことなのだと感じました。毎週火曜日のモリ
ー先生の授業は、モリー先生が亡くなった後も、ミッチの心に思い出として残り続けるのだと
思います。 

 この本を読んで、気づかされたり改めて考えさせられたりしたことがたくさんありました。
モリー先生の言葉から教わったことを大切にして生きていきたいです。  
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推薦図書 

喜嶋先生の静かな世界 
森 博嗣 著 

講談社 

商船学科  小林 孝一朗   

 近いようで遠い世界の話。理系の大学に進学した主人公と彼の指導教員である喜

嶋先生の話。「大学ってどんなところかな」と興味が少しだけでもあればぜひ読ん

でいただきたい。 
 卒研ってなんだろう？そんな疑問にも答えてくれるかもしれない。卒論を仕上

げ、修論を仕上げ・・・。そんな淡々とした話の中に喜嶋先生との関わりがある。

主人公は大学の講義に魅力を感じることができず、学問に対する興味を失ってい

た。しかしながら喜嶋先生との出会いで学問の世界にどっぷりとはまっていくの

だ。先輩の院生と英語のテキストを読んだり、喜嶋先生とのゼミで同級生と論文を

読んだり、数式の展開をしたり、計算機センターでプログラミングをしたり、毎日

の生活の中に考えることがあふれており、それを楽しんでいる。頭の中をいつも何

かがぐるぐる回っていて、寝ても覚めても考えているのだろう。そんな主人公を僕

は羨ましく思ってしまう。 
 静かな世界の先に何があるのか。その答えがこの本の中にあると思う。 
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推薦図書 

もし高校野球の女子マネージャーが 

ドラッカーの『マネジメント』を読んだら 
岩崎夏海 著 

ダイヤモンド社 

情報工学科  北風 裕教   
 この本は、2009 年 12 月に出版され『もしドラ』の愛称で 2010 年 3 月ごろから

日本で大流行した本で、現在までに第 24 版まで増版されています。あまりの人気

から、集英社で漫画化、NHK 総合テレビジョンでアニメ化されました。また、前

田敦子さんや峯岸みなみさん、瀬戸康史さん、池松壮亮さんなど人気俳優陣が演じ

て映画化もされたことでも話題になりました。その後、新潮社から文庫本も出版さ

れており続編も出ています。 
 体の弱い親友の代わりに野球部マネージャーとなった主人公が、間違えて購入し

た P.F.ドラッカー著『マネジメント』を参考に、最弱野球部を成長させていく青春

ストーリーなので皆さんにはとても読みやすい 1 冊だと思います。最後まで何度も

泣けるシーンがあります。企業で成果を出すことと、試合で結果を残すことが対応

されており、マネジメントが果たすべき使命や役割、そして取り組むべき仕事が、

野球での使命や役割、取り組むべき事柄などに置き換えられるなど、明快なストー

リーがとても共感しやすいと思います。 
真摯さとは何か。高校野球の顧客は何か。結果が全てなのか。と考えさせられる

場面も多々あり、著者の岩崎夏海さんの心境もとても感じることができる作品だと

私は思います。波乱万丈あるストーリーはとても感動的ですが、それだけでなく本

を読み終えると組織で働くうえでの目的意識が十分に芽生え、企業で働くことの勇

気にもつながると思います。そして、将来的には皆さんが会社で出世をしてマネジ

メントする立場になると思いますが、十分に役に立つ 1 冊につながるのではないで

しょうか。まだ読んでいない人は是非読んでみてください。  
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 このブックハンティングで広島の図書館に

行かせて頂いたことによって私は沢山の本に

目を通すことができてとても充実した時間を

過ごすことが出来ました。また，本を選ぶに当

たって，自分の好みや興味だけではなく他の人

達が読むことも考えて選ぶということはとて

も難しく勉強になりました。また，機会があれ

ば来年も参加したいと思います。 
商船学科１年 守屋  将 

 

 ブックハンティングに参加してとても良か

ったと思います。自分達で選んで，買うという

ところもいいけれど何より，その後，現地解散

で広島で遊んで帰ることができるという点が

何よりも良いと思いました。 
電子機械工学科１年 久保 主瑳 

 

 ブックハンティングを通して，多くの本を手

に取り，学生の興味を引く本を見つけることが

できました。 
 学生自身が選書することによって，学生が本

に興味を持つことができ，親しむことができる

と思いました。 
 この行事に参加し，自分の読んでみたいとい

う本も見つかり，改めて参加することができて

良かったなと思います。 
情報工学科１年 河村 晃希 

 
 
 
 
 

 
 
 
 僕は初めてブックハンティングに参加しま

した。最初はめんどくさいなと思っていました

が，選んでいくうちにとても楽しくなりました。

僕は小説を読むのが好きで自分がおもしろそ

うだと思う本を選ぶことができたので図書館

を利用して本を借りたいと思います。来年も図

書委員としてブックハンティングに参加する

かは分かりませんが，行くなら来年も有意義な

時間を過ごしたいと思います。 
商船学科２年 橋本 一慶 

 

 今回，ブックハンティングを経験して，知ら

ない本や新しい本を発見する事ができて楽し

かったです。 
 例えば，人気漫画を英語で書いた漫画や動物，

植物を面白おかしく書かれた図鑑などその他

にも自分の興味をそそるような本がたくさん

ありました。 
 今度は個人で，自分自身にとって新鮮で興味

を持たせてくれるような本を探していきたい

なと思います。 
電子機械工学科２年 寺中 七海 

 

 今回で二回目の参加だったこのブックハン

ティングは，昨年のように慌てず以前より早く

選ぶことが出来た。 
 選んだ本を見てみると，昨年は小説が多かっ

たのに対し今年はほぼ専門書だった。電子楽器

に OPEN-CV，強化学習…。部室で部員の方々

が話していたものばかりである。この一年でよ

うやく高専生らしくなってきたなと今回を通

じて実感した。 
情報工学科２年 的場 遥佳 

ブックハンティングに参加して 
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 私は今回二回目のブックハンティングに参

加しました。対象の本屋はとても広く，大量の

専門書などが置いてあって，歩き回るのにとて

も疲れた。 
 前回は，初めての参加だったので緊張してゆ

っくり見ることができなかったが，今回は友人

に頼まれた本も，自分が入れて欲しかった本も

買えたのでよかった。 
 また，機会があれば参加したい。 

情報工学科３年 村中  円 

 

 私の読む本は，ほとんど好きな作家のものか

ミステリー小説です。それ以外には手を付けま

せん。しかし，今回のブックハンティングで沢

山の本を見ることで自分の好きな分野以外の

本にも興味を持つようになりました。本屋だか

らこそ出会えた本を見つけることができた気

がします。このブックハンティングを機に，ま

だ出会えていない沢山の本を見つけていきた

いです。また，そうすることで沢山の本と触れ

合えるようにしたいと思います。 
商船学科４年 今川理咲子 

 

 図書委員の代理としてブックハンティング

に参加したのはよかったのですが，制服で来な

ければならないことを把握していなく，集合写

真にのせてもらえない悲しい存在となってし

ましました。それはともかく，実際に大きな本

屋に行くことによって，自分が普通に生活する

だけでは知りえない本の存在を知ることがで

きて良かったです。ネット通販にはない良さが

本屋には有るという事を実感できたので，今後

も足を運んでみようと思いました。 
情報工学科４年 藤川 光浩 

 

 今回は図書委員の代理で行ったが，交通費が

出て，本の代金は払わなくていいうえに自分が

読みたい本を一万円以内で好きなだけ購入で

きたので参加できて良かった。ブックハンティ

ングに参加する人は，学校の皆が欲しがってい

る本とか考えずに自分の読みたい本を探すこ

とをオススメする。面倒だと思うかもしれない

が，様々な本を見ることができ，自分の好きな

本が学校図書館で貸出できるようになるので，

是非一度参加してみてほしい。 
商船学科５年 伊熊 洸貴 

 

 私はブックハンティングに去年も参加して

いました。そのため，クラスメイトにあらかじ

め必要な本の分野や種類を聞き把握していた

ので，満足して選択することができました。ま

た，普段本を購入することはあっても，十冊程

度購入することはなかなかないので，良い機会

になったと思います。勉学において本は切り離

すことができない存在なので，今回購入した本

を十分活かし，大学進学に向けて努力していこ

うと思えました。 
電子機械工学科５年 斉藤 修平 

 

「無い。無いのだ。」 
 ブックハンティングの１週間程前，どの様な

本を読みたいのかクラスメイトへ聞いた。する

と，著者名から作品名，中には文庫名までの意

見を出してくれる友人もおり，なんと素晴らし

いクラス，彼等と共に学校生活を送れた僕はど

んなに幸せ者だろうと，しみじみ感じた。 
 そんな愛すべきクラスメイトの思いを背負

い，僕は書店の，何万冊もの本の前に立ってい

た。否，立ち尽くしていた。何故ならば，無い

のだから。貰った意見の内の一冊も。 
 思春期の彼等は，メジャーバンドよりもイン
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ディーズバンドを好む彼等は，皆の前で出来る

だけマイナーな本の名前を挙げて，カッコつけ

たのかもしれない。 
 畜生。 
 指定金額の全額を持て余した僕は，その全額

を自分の好きな本へと注ぎ込んだ。図書館へ入

荷されたらすぐに借りて，憎しみを込めて読み

込みたいと思う。 
 楽しかったです。 

情報工学科５年 中田  海 
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平成 31 年 2 月 28 日現在 
 

年度別入館者数・貸出人数・貸出冊数 

 

  26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度  

 入館者数 14,960 14,806 14,464 17,077 13,539  

 貸出人数 2,207 1,909 1,842 2,182 1,871  

 貸出冊数 4,630 4,133 4,152 4,542 3,760  

 
平成３０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 155 162 182 234 389 138  

 貸出冊数 321 291 364 482 698 284  
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