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瀬戸内の歴史物語 

 

図書館長 野本 敏生 

 
 例年の２月中旬であれば春を感じるぽかぽか陽気になる日もあるのだが、この冬は数十年ぶりの最

強寒波の影響で、終業日まで肌寒い気候が続いている。こういう時は、温かい部屋で紅茶でも飲みな

がら冒険活劇小説を読むのが最高･･･、しかし現実はそうはいかない。家にいると、掃除、洗濯、買い

物などの家事を頼まれることが多々あるからである。そこで、私の読書は、非常勤講師を務めている

広島〇〇大学への通勤電車の中となる。 
 最近読んだのは、和田竜『村上海賊の娘』である。これは４年前の第 11 回本屋大賞を受賞した話題

作で、当時本屋に行くと必ずそのＰＲや現物を目にしていた。しかし、お小遣いが限られている私

は、上・下巻２分冊の単行本は高くて買うことをためらわずにはいられなかった。早く文庫化されな

いものかと数年間待ち望んでいたが、昨年末にやっと古本屋さんで文庫本を手に入れたのである。 
 もともと和田作品との出会いは、2012 年に映画化された『のぼうの城』の原作である。そのとき、

和田氏が物語の現実性を裏付ける膨大な歴史資料を丹念に解読していることに驚いた。さらに、個性

的な登場人物たちの性格や行動が緻密に描かれており、状況が二転三転するスピーディーなストーリ

ー展開に、次はどうなるのだろうと胸躍らせながらあっという間に読了してしまった。それ以来、和

田氏のファンとなった私は、既刊の『忍びの国』や『小太郎の左腕』を読もうと、何度も古本屋に通

い、１冊百円で売られるのを見つけ購入した時は小さくガッツポーズ、満を持して文庫を開いて見る

と、これがまた予想以上の出来栄えで、読了後には大いなる満足感を味わうことができ、次の作品を

一日も早く読みたいと、『村上海賊の娘』へのあこがれはますます募った。 
 文庫本では４分冊となったが、単行本１冊分よりも安く手に入れた私は、短時間で読了してしまう

ともったいないので、第１巻から焦らずゆっくりと大事に読み進めていった。 
 内容の詳細を記述する余地はないので、概略だけ紹介する。村上海賊は、周知のように戦国時代に

瀬戸内最強とされる水軍を擁する武士団である。本拠は、現在のしまなみ海道付近の広島県因島から

愛媛県来島海峡の島までである。主人公は「景（きょう）」という村上家の娘で、長身で怪力、目鼻

立ちがはっきりしている（モデルの菜々緒さんのイメージか？）ので当時は「醜女（しこめ）」とさ

れ、嫁入りができないコンプレックスを持つ女性である。彼女が、織田信長に追い詰められた本願寺

の救出のために物資を運んでほしいという毛利家の意向を受けた村上水軍と織田方との戦闘に巻き込

まれていくというのがあらすじである。この周防大島にも、村上氏が徳川政権下の改易後に移り住ん

だらしく、それだけでも親近感を感じるので、学生の皆さんも機会があったら、是非一読してみてく

ださい。ただし戦闘シーンがあまりにも痛々しいので、１８歳未満はご遠慮ください。 
 とはいえ、自由奔放に生きる女性の生きざまと精神的な成長の姿に感動すること、間違いない！ 
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「誰かの為に」 
 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治著 新潮文庫など 

 電子機械工学科２年 白木 智大 
 私が、今回銀河鉄道の夜を読む動機となったものは、昔から語り継がれる名作には、いった
い何がそんなに多くの人々の心を打ち、伝えたいことは、なんだろうかと疑問に思いこの本を
読むことに決めました。そして、以前、中学時代に、国語の授業で、「注文の多い料理店」を勉
強し、今でも覚えているくらい鮮明に、記憶にある作品を書いた筆者である宮沢賢治の作品を
また読んでみたいという興味もあり、手に取りました。 
 この、銀河鉄道の夜を読んで、私は、宮沢賢治がこの物語で一番伝えたかったことは、なん
だろうと考えながら、読み、私なりに、大切だと感じたことがあります。 
 それは、誰かの為に、自分を犠牲にすることが本当に幸せなのかということです。カムパネ
ルラが、「おっかさんは、ぼくをゆるして下さるだろうか」というセリフがあります。このセリ
フが持つ意味は、ザネリを助けて死んでしまったカムパネルラが、自分が命を投げ出してまで
助けたことに母親は、許してくれるだろうかと悩んでいる場面です。 
 私は、人のために命を投げ出して助けることができるカムパネルラは、とても正義感にあふ
れ、誰にでもできることではないし、カムパネルラのしたことは、賞賛されるべきだと思いま
す。しかし、母親に罪悪感を感じているカムパネルラの気持ちも自分が同じ立場でも、不幸な
ことに変わりはないし、本当にこれでよかったのかと迷う気持ちも理解できます。私は、自分
の中の幸せは、いずれ出逢うであろう運命の人、またはもうすでに出逢っている誰かと幸せ家
庭を築き、新たな二人の間に生まれた命を、自分が守っていけたらそれが、幸せだと思います。
この幸せも、人の為に生きるということが根本にあると思います。いまは、正直に言うと、自
分と誰かを天秤にかけて、どちらかが生きて、どちらかが死んでしまうという状況になったと
したら、迷いなく自分ではない誰かを助けるということが選べないかもしれません。しかし、
将来、自分の家族となる人ができたときには、自分より大切だと、何を犠牲にしてでも、守り
たいと思えるくらい誰かを愛していけたらそれが幸せだと私は思います。私と違う理想の幸せ
の形も多くあると思います。例えば、自分の好きなことをして、自分の趣味を楽しむことが幸
せだという人も少なくないと思います。しかし、その幸せにも自分の趣味をするにしてもお金
が必要となり、そのお金を稼ぐには、誰かの役に立つことが、仕事だから、結局、幸せという
のは、誰かへの自己献身的なことが伴い、人のために何かをすることが幸せに繋がるだと感じ
ました。だから、本当の幸せは、人のために生きることが、必要だと気付かされました。 

今回、この本を通じて自分の将来について考えるようになりました。将来、仕事に就いて、
誰かと結ばれたとしたら、そう遠くはない未来に自分の為でなく、人のための生活に変わって
いき、自己犠牲の心を持つことが大切になると感じました。就職するまでの今、学生であるこ
の時間は、自分のために行動する時間だと思います。学生の醍醐味は、学業であって、それは
誰かのためにしていることではなくて、自分の将来の為でしかなく、それは目先のことだけを
考えれば、面倒くさく嫌なことだけれど、長い目でみれば、きっとあの時勉強していたから、
今があると思える日が来ると思うし、人の為に行動する為には、まずは自分のことを大切にし
なければできないと思います。そして、就職して働き始めたら、そこからは、会社のためであ
ったり、お客様の為であったり、家族のためだったり、すべて誰かのために行動することにな
るのだと思います。私も、アルバイトをしていますが、自分の為だけでなく、お客様の為と思
って、仕事をしているほうが、やりがいを感じます。だから、今回の作品が伝えたかったこと
だと感じた、人の為にという気持ちを持つことで、本当の幸せにたどり着けるのではないのか
と思います。カムパネルラのように、人の為に命を投げ出せるくらい誰かのために生きていく
人生も素敵な人生だなと思いました。 
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自分の生き方 
 『雪のひとひら』 

 ポール・ギャリコ著 矢川澄子訳 新潮文庫 

 情報工学科１年 森野 由望 
 自分は一体、何のために生まれてきたのだろう。誰のために、どんな目的があってこの世に存在
しているのだろう。私もこのように雪のひとひらと同じような疑問を何回も抱いたことがある。絶
対に人間は最期に死んでしまう運命なのだ。それなのになぜ、「今」を生きているのだろう。 
 多くの疑問を感じるなかで、様々な出来事に遭遇し、愛する人と出会い、そして別れ……。物語
のなかで強くたくましく、それでいて慎ましく一生懸命に生きる雪のひとひらの毎日は、まるで一
人の女性の人生そのものを表しているかのようだった。 
 生きていく中で、とても愛おしいと思える大切な人と出会い、可愛い４人の子供達に恵まれて、
たくさんの苦難を共に乗り越え、やがて訪れる自分の死を穏やかに受け止めて空へと旅立った。 
 この雪にひとひらの短い人生は、特別なことなどない、ごくありふれた人生だった。だからこそ
とても幸せで、当たり前のようで当たり前ではない、価値のある時間だったと実感できたのではな
いだろうか。何のために生きるかではなく、自分の一生は何一つ無意味なものじゃなかった、とい
うことに気付けたのなら、それが生きた意味になってくるのだろう。 
 雪のひとひらの生まれてきた使命は一体何だったのか、本の中に具体的な描写はなかったが、物
語の中で子供と別れた悲しみ、夫を亡くし孤独になった自分と向き合いひたむきに生きた。そして、
自分や皆が生まれてきたことに感謝し、たくさんの愛を育みながら周りの人たちを幸せにした。そ
れが雪のひとひらの使命だったのではないかと私は思った。 
 それは、雪のひとひらに限ったことではなくたくさんの兄弟や雨のしずく、四人の子供達もそれ
ぞれにしかできない使命を果たして初めて、生まれてきた空に還ることが出来るのだと思った。 
 私も今は、人生の途中だが雪のひとひらのように自分の人生に与えられた使命が何なのかが分か
らなくても、「今」を大事に生きていくなかで生まれてきた役割を見つけていきたいと思う。 
 自分が今生きているのは、小さい生命がたくさんこの世に存在し、個々が懸命に生きているから
なのだと思った。どんなに小さなものでもそれぞれ存在する理由があり、誰かの役に立っている。
雪のひとひらのような小さな生命でも、みんなが集まれば広い海や長い川になる。今までは考えも
しなかったことだった。 
 なぜならば、海や川などの大自然がある環境、それが普通でそれが私たちの日常と化していたか
らだ。でも、この物語では自然だってひとつひとつ生きている、そんな強い生命力を感じさせるも
のがあった。 
 この本を読んでいると、生きていることに目的がなくとも、一生のなかで起きる出来事に常にそ
の場その場を全力で応えていき、そしてそれを受け止めることが大切なのだと感じさせられた。 
 火事の中にがむしゃらに飛び込んで行ったところにはとても感動した。誰かのために自分の命を
放ってまで頑張ったその姿は、きっと空から「おかえり」といった懐かしい誰かもきっと見てくれ
ていたことだろう。 
 私は、この本を読んで特に心に残った場面がある。それは、人生の最期に雪のひとひらが「ごく
ろうさまだった、小さな雪のひとひら。さあ、ようこそおかえり」という言葉をかけられた場面だ。
自分も死ぬ時、どこか懐かしい声で「おかえり」と言われる日が来るのだろうか。人生に満足し、悔
いなくこの世から去ることができるのだろうか。誰でも生きることに何らかの意味があり、ひとり
ひとりが奇跡の存在だと思う。だから、こうして今自分が生きていることを噛みしめながら、一日
一日を大切に生きていきたい。 
 これから自分の人生を歩んでいく中で、苦しいこと、辛いこと、たくさんの壁にぶつかることが
あるだろう。でも、そのなかでたった一度きりの自分だけの人生を大切に生きることで、初めて生
きてきたことに満足し、悔いのない死を迎えいれることが出来るのではないだろうか。家族や友達
との愛を育み、自分の意思で生き、人生の最期を迎えられることが出来たらどんなに幸せだろうか。 
 人生は大なり小なり、美あり醜あり、いろいろな選択がある。だが、それがどんなものだとして
も何一つ無駄なものはない、とても素晴らしく喜ばしいことなのだと改めて思い知った。だからこ
そ、この先どんなことがあっても自分の残りの人生を意義のあるものにしていきたい。 
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将棋の子を読んで 
 『将棋の子』 大崎善生著 講談社文庫 

 情報工学科２年 村上 結香 
 二、三か月前、どこのチャンネルでも大々的に報道されている私より年下の青年がいた。史上五
人目の中学生プロ棋士である、藤井聡太四段だ。将棋については何一つしらなかったが、藤井四段
が将棋界の歴史を塗り替える、素晴らしい連勝記録をたたきだしたことは分かった。“将棋の子”と
いうタイトルから、藤井四段のように若くて将来有望な棋士たちの話だろうと思ったが、全く違っ
た。この本には、将棋の厳しさとやさしさが、奨励会を去った青年たちの勝負と、その後の生活に
よって描かれていた。この本を読むことで、たくさんのことを学ぶことができた。 
 まず、エピローグで奨励会の厳しいルールについて知った。プロになるのに年齢制限があるとい
うことが、奨励会の青年たちにとって、一つ一つの勝負をとても重いものにしているのだと思う。
そのため、彼らは最後の一手まで全力で戦い、中座真のようにぎりぎりで戦いに制し、プロ入りす
る棋士がいるのだろう。 
 だが、中座真や渡辺明新などの四段入りした人がいる一方で、年齢制限までに四段に上がれなか
ったことにより奨励会を去っていくものも多くいることも知った。「年とともに自分の可能性は確実
にしぼんでいく。」この言葉を読み、二三歳、二六歳前の青年たちは最後の勝負の前に、かつての将
来の夢に対して何を思うのだろうかと考えた。年齢制限だからこそがんばろう、というものもいた
だろうし、半ばあきらめたまま勝負に挑んだ棋士もいたかもしれない。どちらにせよ、すべての勝
負に勝敗がつき、その結果次第でその後の人生が決まってくる。そんな重い勝負から逃げずに戦っ
た人は、結果はどうであれ、とても強い人だと思う。 
 この本に登場するほとんどの人に、共通して感じることがあった。例えば関口勝男は、将棋への
恐怖と焦りからノイローゼになり、奨励会を退会するが、結局、師匠の花村に誘われた将棋連盟に
就職した。また、年齢制限によって奨励会を去り、役者を目指していた加藤昌彦も、子供たちの笑
顔により、将棋ライターになった。自ら才能に見切りをつけ、退会した江越克将もブラジル代表と
して、世界将棋選手権で優勝した。この三人は奨励会を様々な思いで退会したが、将棋に関わりた
いという気持ちだけは同じだった。将棋だけで生きてきた彼らにとって、将棋から離れて暮らすこ
とは容易では無いのだ思った。それほどまでに、奨励会に入会した青年たちは、将棋が好きで好き
でたまらないのであろう。 
 一番印象に残っているのは、「一本でも逃げ道があったらダメなんだ。」と、いう米谷和典の言葉
である。ギャンブルに通うようになった米谷は、この言葉通りに奨励会をやめた。その後、司法書
士を目指すと決めてからは、逃げ道を作らないよう一生懸命勉強し、厳しい試験に合格した。将棋
で一度ダメになったことが、米谷を確実に強くしたのだと思う。私は、日々の生活の中でこの言葉
通りだな、と感じることが多々ある。例えば、減量しようとしても、少しだけ…という気持ちで夜
食を食べてしまえば、それは習慣になってしまい、最初に定めた目標は達成できなくなってしまう。
私も米谷のように、ダメだった、失敗したという経験を活かしていきたい。また、同じく米谷のよ
うに、次は絶対に成功させる、という強い意志を持てるような人になりたい。 
 「今も将棋が自分に自信を与えてくれている。」「自分の支えになっている。」奨励会を退会し、大
切な人を失い、消費者金融で多額の借金を抱えた成田英二はこう言った。成田は同時にたくさんの
大切なものを失った。だが一番大切なものは失っていない。そしてこれからも失われることはない
のだと思う。母に支えられながら、ひたすら名人を目指して、将棋を指していた思い出。これを忘
れさせないようにと、奨励会幹事が渡すのが、退会駒なのだと思う。だが、それは奨励会の優しさ
を形にしたものであって、たとえ捨ててしまっても奨励会で過ごした思い出は、だれにとっても忘
れられないものだろう。それが良いことか、悪いことなのかは人それぞれだが、決して奨励会で無
駄な時間を過ごしたのではないと思う。将棋との思い出は、奨励会を退会した多くの青年の糧とな
り、成田のように生きる支えになっているのではないだろうか。 
 作者である大崎善生は、峻険で、しかしたおやかな大雪山を名人位の正体だと綴った。ぼろぼろ
になりながらも、はるか先の頂点を目指した全員に、私も心から拍手を送りたい。また、私も拍手
を送ってもらえるような人間になりたいと思う。名人になりたいという夢と比べたらちっぽけな夢
かもしれないが、私にとっては大切な夢だ。逃げ道を作らず、たとえ挫折しまったとしても、彼ら
のようにその思い出を糧にして生きれるよう、今は一生懸命、夢を追いかけたい。かつて名人にあ
こがれた彼らのように、私も彼らにあこがれる。  
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認識に限定される世界 
 『生物から見た世界』 

 ユクスキュル・クリサート著 日高敏隆ら訳 岩波文庫 

 電子機械工学科３年 藤 匠海 
 人間の目で見える世界はこの世界全体の 0.1 パーセントに過ぎないとも言われる。幅広い波
長のほんの一部しか見ることができないからだ。さらに遠すぎるものも、近すぎるものも見え
ない、ということにも由来する。しかし、この本はさらに人間だけでなくすべての生き物は見
たいものしか見ていない、と言っているのだ。私はそれを知ったとき、人間はほとんど何も見
ていないことに気づいた。 
 ここで、この『生物から見た世界』について大まかに説明しよう。この世界とは、視覚、方
向感覚、化学物質など種々の刺激から構成されたものである。そしてその世界は様々な生物で
大きく異なっている。それらの刺激の認識によって取捨選択しているためである。さらにこの
世界の認識によって一人ひとり、一匹一匹の中に築かれる世界について様々な例をもとに考察
がなされている。 
 これらの考察の中で一番面白いと感じたのは、なじみの道を辿るコクマルガラスの筋道につ
いてである。コクマルガラスは巣箱から出ると、その巣箱がある家を一周回った時点でまわれ
右をしてわざわざ遠回りであるルートをとり飛んで戻るのである。これについて、動物は単純
な生き物だと初めは思った。しかし、他の生物での例も加えると、カラスはなじみの道という
ものを脳につくり上げていると思わされる。また、人間にも同じことが言えると思う。それは
人間が従来のことに固執する所に似ているからだ。「近道」という言葉があるが、既存の２つの
ルートの比較に使うことが主で、敢えて近道を求めようとはしないからである。 
 私はこの本に出てくる「方向歩尺」というものに違和感を持っていた。というのも、道案内
に「○歩」といったものは不正確だと思ったからだ。さらに人間が山で遭難する大きな原因は、
真っ直ぐ進んでいると自分で思っていても実際は円状に歩いて一向に進まない現象によるもの
だと知っていたからだ。しかし、このことは人間中心の考え方に囚われていることに後で気づ
いた。というのも、このことを読んで数日後に昆虫による実例を目のあたりにしたからだ。そ
れは、家にある小さな温室の中で起こった。ハチが巣を、温室内に吊るした温度計につくって
いたところである。その巣をハチを追い払い、撤去すると、その痕跡めがけてハチが一直線に
飛んで行くのである。しかしその位置に行くと巣が失われているためその周囲で巣を探したの
ち、飛び去って行く。また、撤去した巣の方はというと２ｍほど遠くに置いておいたが、そこ
にハチは来なかったのである。このようにして、私はこの本について更に深く理解し、人間中
心の考えを改めることができた。そしてこの本に、さらに深く取り込まれた。 
 私はこの本を乗り放題切符を使った鉄道旅の中で読んだ。読み始めた感想は、文章が分かり
にくく、理解に時間がかかると思った。まさに国語の教科書に取り入れるべき文体である。し
かし読み進めるうちに一つひとつの省が短いことに気づく。この難しい内容であるにもかかわ
らず、短く完結させ、理解しやすくしているのだ。また、そのような構成は鉄道旅とも相性が
良かった。それは、一度乗り換えいて電車で 1 賞読み、また乗り換えて一章読む、といった読
み進め方ができるからである。そして、この本を電車内で読む中で、何度か今自分をとり巻い
ている環世界を見まわしてしまうのである。そんなこともしながら、この本を旅の中で読み終
えられる全体の量も丁度よいものであった。 
 この本全体を読み、初めの予想は大きく覆された。というのもこの本は、犬には赤色が見え
ない、といったレベルの本だと思っていたからだ。また、学校でこの本を課題図書として説明
するときも、「生物から見たら、世界はどうなのかについて」と、ほぼタイトル通りの説明しか
なかったため、予想を良い方に裏切ったのである。ただ物理的に人間を含む様々な生き物から
の見え方でなく、更に一段階奥にある、認識という視点から考察した点に筆者の非凡さを感じ
た。最後に、この本によって、カラスでもなく、ハチでもなく、この本の著者、ユクスキュル
から見た世界について知ることになったのである。  
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本当の幸せ 
 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治著 新潮文庫など 

 情報工学科３年 大下 光 
 はっ、と気が付くと、僕はいつもの机で本を読んでいた。そのことを忘れるほどに、この本に引
きずり込まれていたのだ。正直最初は表現が難解に思えて、話が頭に入って来ず、何度も同じ場所
を読み返したりしていた。しかし読み進めていくうちに、まるでだんだんと夢の中に引きずり込ま
れていくような、本を読んでいるのに二人と一緒に列車に乗っているような、不思議な気持ちにな
っていた。 
 この本を読んでいて特に印象に残るのが、宮沢賢治の用いる独創的な情景描写だ。これが本当に
美しく、繊細に、時に大胆に、僕の心にとけこんでくる。その光景をイメージするのが、楽しくて仕
方ないのだ。例えば、 
「青い琴の星が、三つにも四つにもなって、ちらちら瞬き、脚が何べんも出たり引っこんだりして、
とうとう茸のように長く伸びるのを見ました。」 
というこの文章。太陽や蛍光灯、星などから、いくつもの光の筋が出ているのを見たことは僕にも
ある。しかし、そこからこれほどにユニークで多彩な比喩をひっぱりだすことは到底できない。あ
りふれた日常から、こんなにも幻想的で綺麗な表現を生み出す彼の目には、世界がどんなふうに映
っていたのだろう。想像するだけでわくわくしてくる。 
 また、この本はところどころで、句読点が打たれないままどんどん文章が繋がっていくことがあ
る。これが表現の独特さと相まって、冒頭はかなり読みづらく、話が頭に入ってこなかった。だか
ら二回目に読み直すとき、頭の中で意識的に文章を区切ってみたのだが、すぐにやめた。なぜなら、
最初読んだ時に感じた、何か意識が本の世界に引きずり込まれていくような、あの不思議な感じが
全くなくなってしまったからだ。この物語を読んでいると、宮沢賢治の独特の台詞回しとリズムに
よって作られる、まるでうねりのような流れに体全体で飲み込まれていくような感覚に陥る。文章
を区切ってしまうと、たしかに一つ一つの情景はイメージしやすくなるが、しかし物語が持つその
魔力が消えてしまうのだ。その感覚を自覚したとき、僕はこの銀河鉄道の夜が時代を超えて愛され
ている理由を、少しわかった気がした。 
 そうして物語を読み進める中で、ラストへの伏線となる描写がいくつかあった。その中で特に印
象的だったのが、次のカムパネルラの台詞だ。彼は急に、 
「おっかさんは、ぼくをゆるして下さるだろうか」 
と、泣きそうな声で語りだす。そして続けて、 
「ぼくわからない。けれども、誰だって、本当にいいことをしたら、いちばん幸せなんだねえ。だか
らおっかさんは、ぼくをゆるして下さると思う。」 
と言うのだ。その時僕はなんのことだかさっぱり分からなかったが、彼のその独白のような台詞は、
何か大切なことを意味している気がして、ずっと頭の隅に引っかかっていた。だから最後にカムパ
ネルラが死んだと知ったとき、僕は驚いたが、それ以上に納得した。あの言葉はきっと、「人の命を
救って死んだ自分を、母は許してくれるだろうか」という意味だったのだろう。 
 カムパネルラが消える直前に、ジョバンニは彼に「本当のさいわいは一体何だろう」と問いかけ
る。僕は、これこそがこの物語のテーマではないかと思うのだ。ジョバンニは銀河鉄道での旅を経
て、「ほんとうにみんなの幸のためならば僕の体なんて百ぺん灼いてもかまわない」という考えに至
る。それを聞いたカムパネルラは、涙を浮かべ、その直後に姿を消す。きっと彼は、その身を犠牲に
友の命を救った誇りと、親を置いて先立つ不孝に板挟みされ、悩んでいたのだと思う。自分の選択
は正しかったのだろうか、と。しかし、ジョバンニのその言葉で自分を肯定され、救われたのでは
ないだろうか。だからそこで迷いは消え、天国に行くことができたのだ。 
 そう考えると、筆者である宮沢賢治は、自己を犠牲にして人の為に生きることが幸せである、と
言っているように思えるが、しかしそれは違うと思う。彼が伝えたかった本当の幸せはきっと、自
分の生きざまに心から納得できたかどうか、なのだ。カムパネルラは、「本当にいいことをしたら、
いちばん幸せなんだ」と言ったが、おそらくこの時点ではまだ迷っている。しかしジョバンニの言
葉によって、本当の意味で自分の人生に納得し、そこに幸せを見つけたのではないだろうか。  
 宮沢賢治という名前は有名だが、作品と向き合ったのは初めてだった。彼の独創的な感性や、そ
の思想に触れ、考える機会に巡り合えて、本当に良かったと思う。僕の人生はまだ短いが、カムパ
ネルラのように、いつ人生が終わるかなんて誰にも分からない。明日全てが終わっても、胸を張っ
て納得できるよう、一瞬一瞬の選択を大切にしていきたいと思う。  
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「風立ちぬ」を読んで 
 『風立ちぬ』 堀辰雄著 新潮文庫 

 商船学科１年 川﨑 輝 
 宮崎駿監督によりアニメーションになったこの作品は、堀辰雄さんの実体験を記したものだ
ということを知りました。私は随分前にジブリ作品の「風立ちぬ」を見たことがあります。私
は飛行機が好きなので、かなり真剣に映画を見た記憶があります。その中では主に零戦の開発
に携わっている様子が描かれていたように思います。そして、脇役のように少しだけ節子との
生活が登場していたような気がします。 
 しかし、この本は、私の想像していたものと大きく異なり、戦闘機のことなどは少しも出て
こず、節子とのことばかりでした。 
 作者は「風立ちぬ、いざ生きめやも」と序曲で言っています。この言葉は、本文中に何度も
出てくる風の表現を印象的にしています。また、最初に述べることで最後の描写に影響を与え
ていると思います。不意に風が吹いて生きよう、と思うのです。 
 「死のかげの谷」では、節子との楽しく美しい思い出と、一人になり寂しかったりもやもや
している時などに風を中心にストーリーが進んでいきます。薄の生い茂った草原、山麓にある
サナトリウムでの生活、妻である節子を亡くしてから再び訪れた村。これらのどの場面も目の
前に広がっているような鮮烈さで描かれており、必ず風が出てきます。 
 入院中のサナトリウムで最も重症であった病人が亡くなった時、次は節子の番かと「私」は
心配していました。この気持ちは私にも容易に想像できます。身近な人が病気の時、同じ病気
の人が亡くなったら次は自分の身内かもと夜も不安で眠れなくなるでしょう。私もそうだろう
と思います。しかし、作品の中では他の人が亡くなってしまいます。本来は悲しいことですが、
自分の身近な人ではなかったという安堵感の方がこの場合大きいのではないかと思います。 
 そして、この出来事により、二人の絆がより強くなったように描かれていると感じます。「禁
断の果実の味をぬすむかのように味わおうとした」という文があります。続いて、「私たちのい
くぶん死の味のする生の幸福はその時は――そう完全に保たれたほどだった。」とあります。先
ほど述べたような体験の後にはこの言葉は、その緊張を表すのに適切であったと思います。「死
の味がする」とは、いつその瞬間が訪れるのか分からないという不安につきまとわれ、いくら
良い思い出作りをしても胸の痛むような詰まった感じがします。しかしまた同時に、先が少し
しかないかもと不安を抱えていればこそ、ことさらにこの思い出作りは美しくなるであろうと
も思われるのです。それは、死を身近に感じる人だけの美しさです。ひとはいずれ必ず死にま
す。世代交代します。若くして亡くなるほどに「まだまだやりたいこともあったろうに、なぜ
そんなに早く逝ってしまうんだ」と様々な思いがあって、歳をとっての永眠のように「お疲れ
様でした」と送り出すことができません。 
 この本は、最後は妻が死んでしまう悲しい終わり方ですが、筆者は「今、生きていけるのは
あなたのおかげだ」というようなことを書いています。後に残された人はそうやって立ち上が
るしかありません。そして静かに、確かに「風立ちぬ、いざ生きめやも」と、最愛の人を失っ
た悲しみから立ち上がって「生きよう！」と気持ちを切り替えようという決意を含んだ言葉が
出てきます。「風立ちぬ、いざ生きめやも」という言葉には、後悔せずに済むように、今を大切
にしなさいというメッセージが隠されているのかもしれません。 
 長い人生の中で、誰しも嫌な思いをしたり、辛い時を過ごすことがあると思います。しかし、
どんな嫌なことや辛いことも、乗り越えられると信じて気持ちを切り替えればだんだんと良い
方向に道が拓けてくることを、この本は示してくれました。私も、スポーツでスランプの時期
が長く続いたことがあります。「死」と比べるほどにもない小さな小さな事ではありますが、当
時の自分には大問題でした。その時私は、周囲の励ましに助けられながら、いつか必ずスラン
プから抜けられると信じて、諦めずに毎日毎日練習しました。ある日ふっと、大きく分厚かっ
た壁を乗り越えて、その壁の上に立っているような気持ちになったのです。知らない間に以前
より上手にプレーできるようになっていました。 
 つまり、ひとは諦めず良い方向に行くと信じ続け、努力をすれば、解決できない、抜けられ
ない問題にはそうそう突き当たらないのではないかと思います。「必ず道は拓ける」のです。 
 「風立ちぬ、いざ生きめやも」。簡潔で、爽やかで、風格もあり、深い言葉です。そして覚え
やすい。壁に立ち向かう時、心の中で唱えたいと思います。  
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将棋の子 
 『将棋の子』 大崎善生著 講談社文庫 

 電子機械工学科１年 大田 夕夏 
 今回、私がこの「将棋の子」を選んだ理由は今年の六月に将棋業界最多の二十九連勝を達成
した最年少プロ、藤井聡太四段の影響です。彼の達成した快挙によって今、日本では将棋ブー
ムがやって来ていると私は思います。実際に藤井四段のニュースが大きく取り上げられている
期間は弟と二人で何度か将棋をしました。私の友達の中にはスマホのアプリを使って将棋を極
めている人もいます。だからなのか私の中で将棋は遊びというよりも少し違う興味を持ったも
のとなっていました。なので夏休みの課題図書から一冊だけ選ぶ時も全くもって迷いはなかっ
たです。 
 実際に読んでみると、まず想像していた将棋会とは全く違っていました。テレビでは藤井四
段のように活躍する棋士達が大きく取り上げられているけど、実際には、その裏側には何十人
もの棋士を目指す奨励会員達が将棋で生きていく決断をし、親元を離れて夢に向かうも壁にぶ
ち当たりそれを超えられず将棋から消えてゆく人が多くいました。一年間で何十人何百人もの
中から棋士になれるのは、わずか四人。すごくびっくりしました。今は、藤井四段と聞けばほ
とんどの人が顔を思い浮かべることが出来ると思います。しかし、藤井四段が奨励会に入った
時どれほどの人が彼のことを知っていただろう。勝ち抜いてテレビで話題になるまでに藤井四
段はどれほどの努力をしたのだろうと思いました。 
 そしてこの物語の中心人物は成田二段です。成田二段は地元では天才と呼ばれ、家族総出で
上京して奨励会に入りました。棋士になるまであと一歩というところで壁にぶつかります。年
齢制限の恐怖や家族からの期待などがプレッシャーになり、ゴールがない迷路に迷ってしまう
のです。そんな時、父親が急死し母も病に倒れ成田二段は逃げるように奨励会を去りました。
それから成田二段は地元にかえり、職を転々とします。 
 私はこのシーンを読んで、棋士になれなかった人はその先の人生を生きていく中でまた何度
も壁にぶつかるという現実を想像させる厳しいシーンだなと思いました。しかし、成田二段の
すごい所は将棋に出会って奨励会に入ったことに「後悔なんてしていない。」と堂々と言う所で
す。「なんてカッコいいんだ。」と思いました。私は今、ものすごく夢中になれるようなものに
出会えていないので、早くから将棋という夢中になれるものに出会えていた成田二段が羨まし
いとも思いました。彼はまた一から自分の道を自分の力だけで作っていかなければなりません。
それは、すごく苦しくて厳しいことだと思います。確かに彼は色々なプレッシャーや父親の休
止など色々な事が重なって負け犬のように奨励会から姿を消しました。将棋界の中で勝者と敗
者に分けるとするならば敗者のほうになると思います。それでも彼にとってはその敗戦こそも
自分の中では何かを学んだり感じた特別なものだったのではないでしょうか。 
 私は小学六年生からバレーボールをやっています。その時よく監督から言われていた言葉が
「何で負けたか考えろ。負けから学べ。」です。当時負けは負けじゃないかとしか思っていなか
ったけど、この本を読んで成田二段を知るたびにあの言葉が鮮明に思い出からよみがえりその
言葉の意味をひしひしと感じました。そして敗戦した時に感じたその思いをもっと大切にして
いこうと思います。 
 「人生を生きる中で、必ず壁にぶち当たる。」とよく人は言います。私はまだ十六歳でこれか
ら色々な壁にぶち当たるでしょう。挫折もしてしまうこともあるかもしれません。もしっそう
なってしまった時、私も成田二段のように「今までの自分がしてきたことに後悔はない。」と堂々
と言えるようなそんな人生をこれから歩んでゆきたいと思います。 

人生の生き方、これからのなりたい自分、そんな思いがページをめくるたびに鮮明になって
いく感じが読書の良さや大切さ、温かさを改めて私に教えてくれました。  
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私の数学 
 『青の数学』 王城夕紀著 新潮文庫 nex 

 情報工学科１年 宗野 彩花 
 「ほら、ご覧なさい。とても美しいでしょう？」 
 黒板に連なる長々とした数式に、左右対称のグラフ。それらを指し示しながら、子供の様に目を
輝かせた先生は、心底楽しそうな笑顔を浮かべてそう語る。未だに時折思い出す中学三年の授業風
景。授業中や下校中にふと浮かぶその光景は、頭に浮かびすぐに消えていく。その度に、その先生
が授業中に「数学は美しい」のだと度々呟いていたことを思いだす。この本を読んだ時もそうだっ
た。 
 私は数学が好きだ。私が数学の美しさを初めて感じたのは小学生の頃だったと思う。その時はま
だ数学ではなく算数だった。だが、算数にも美しさは存在した。何より、問題を解くのがひたすら
楽しかった。複雑な式が自らの手で段々と変化していく高揚感と、答えが出た時の達成感は今も昔
も変わらない。得意な分野や不得意な分野があるにせよ、私は昔から数学が好きだった。この本の
中の合宿に参加している人も、ほとんどの人が数学を好きでやっている。私の様に面白いから好き
な人、美しいから好きな人、数学の勝負で勝つのが楽しいから好きな人など様々だ。好きだからや
りたいと思う。続けたくなる。もっともっと知りたくなる。人間とはそういうものだろう。周りの
友人や家族もそうであるように見える。それ故に、私はこの本に出てくる彼らを羨ましいと思った。 
 私にはまだ、これが好きだ、と心から言えるものがない。数学は好きだが、あくまで学校で習っ
ている教科の一つである。自ら問題を解こうとは気が向かない限り中々思わない。じゃあ何が好き
なのかと言われても特にこれといったものは見当たらない。ゲームと読書は好きだが、どれも趣味
であって、栢山にとっての数学や柴崎にとっての薙刀とは少し違うもののように思える。唯一近い
と思えるものは歌を歌うことだろうか。音楽を聴くことが元々好きで、今現在所属している軽音部
ではギターヴォーカルをしている。声の出し方や歌い方などを自分で調べていた時期もあった。だ
が、何よりも歌が好きか、と言われると即答するのは躊躇われる。きっと、私が持っているのはそ
の程度の『好き』なのだ。だからこそ、私には栢山や皇たちが眩しく、強く見えた。 
 どうも私は、栢山のように夢中になれるような一つのものが見つけられる気がしない。あるいは
数学が異常なのだろうか。この本では何度も同じ問いを繰り返している。 
 『数学とは、何か』 
 数学オリンピックを制した天才でさえも、その問いを問いかけていた。夜の数学者はその問いに
対して、「数学とは、人間の病だ。」と答えていた。正直なところ、初めて読んだときは全く意味が分
からなかった。通っている学校のとある先生は、数学のことを、「この世にある物体の運動を表す式
を作るための教科。」だと話していた。それが間違っているとは思わない。きっと、これも正解のう
ちの一つなのだと思う。しかし、私にはそうは思えなかった。物理の分野で数学が使われることは
もちろんある。だが、それだけではないのではないだろうか。数学は数学として存在するものも多
いはずだ。例えば、最大の素数を求める研究は有名だ。他にも、世界中で多くの数学者が新しい法
則や定理を見つけようと研究を続けている。毎日毎日、同じ問題にずっと向き合い続けている。失
敗しようがやめたくなろうが、ただただひたすらにその一つの問題を考え続けている。どれほど苦
しくどれほど辛い日々なのか、想像するだけでも鳥肌が立つ。その姿は確かに、治したくても治ら
ない、不治の病に似ているかもしれない。何と比べるわけでもないが、やはり数学は異常と言えそ
うだ。私たちの学んでいる数学などきっと風邪程度のものなのだろう。その風邪で苦しんでいるよ
うであれば、病などには到底かかることはできそうもない。 
 私にとっての数学とは、楽しみであり、得意教科であり、憧れだ。海のようなものといえば分り
易い。浅い部分は楽しく遊ぶことができるし、容易に遠くまで見渡せ、泳ぐことだって簡単だ。だ
が、軽い気持ちで少しでも深いところへ行こうとすると、途端に何も見えなくなる。理解できずに
溺れてしまう。そして怖くなり、進むのを諦める。結局は誰かが照らしてくれたものを遠くから眺
めることしかできない。だから、憧れでもある。きっと私は、数学で深いところへ潜ることはでき
ないだろう。だが、いつか本当に好きなものができたのなら、そのときは勇気を出して深い海の底
の方まで潜ってみたいと思う。どんな景色が待っているのかは分らないが、きっとそこは良い眺め
であることだろう。そのためにまず、自分の本当に好きなものを見つけるところから始めていきた
い。まだ私は、海の前を彷徨っているだけだ。  
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「銀河鉄道の夜」を読んで 
 『銀河鉄道の夜』 宮沢賢治著 新潮文庫など 

 商船学科２年 廣中 翔也 
 「カムパネルラ、また僕たち二人きりになったねぇ、どこまでもどこまでも一緒に行かう。僕は
もうあのさそりのようにほんたうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかま
はない。」詩人でもあった宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』には印象的なフレーズは色々と載っているけ
れども、恐らくは『銀河鉄道の夜』の中において最も印象に残るセリフではないだろうか。カムパ
ネルラとの二人きりの感触、僕たちの孤独感、どこまでも行きたいという、幼き日の憧憬、青春へ
の追憶、そうして、自己犠牲のためには自らの身が苦痛を伴って滅ぼされても構わないという意志。
この作品のエッセンスが濃縮されたようなセリフだ。ジョバンニ少年の言葉には憂いと共に、かす
かなロマンがユーモアのように漂っている。この話はよく知られた物語だ。 
 昔、小学校の頃に読んだことがあり、あの時に読めたのだから、今も読むことができるだろうと
思い、手に取った。物語そのものは何も変わらなかった。ただ読み取る私の視点が異なっていた。
あの時の私はジョバンニやカムパネルラよりも、少し幼かったように思う。多分、少年向けに書か
れているはずだから、宮沢賢治にとって読んで欲しい年齢にあてはまるはずだ。 
 果たして、そうなのだろうか、という疑問が頭に浮かんだ。病気の母のために植字工として働く
ジョバンニそれから彼のことを気にかけるカムパネルラ、子供たちの残酷さを伴った笑い、これは
大人が読む小説ではないのか、と。 
 ジョバンニは多分、弱い立場の少年だ。そのような彼は、物語の中において、誰かを気遣ったり、
気の毒がったりして、その人間のためならば自己犠牲を厭わない心情になっている。登場してくる
さそりもまた、井戸の深くに落ちて、もう助からないと知っても、誰かに食べられてしまってもか
まわない、それが誰かの命になるのならば、と考えるようになる。これは心の優しさがまれなもの
であり、弱い立場の人間が行うものであることを言っている気がする。 
 あるとき、町で歩いていると、誰かがよろけながら歩いているのが目に入った。障害者らしかっ
た。彼は倒れてしまった。それから、起き上がれないでいた。自力では立ち上がれないらしいのだ。
誰もが彼を見て見ぬふりをした。何かをぶつぶつと呟いていた彼は、避けられていたのだ。私は、
彼に手を差し伸べた。彼は腕を掴み、ようやく起き上がり、私に礼を言った。それから、歩きだして
いった。そのとき、私は周りの人間を見た。誰もが、私を見ていた。あの、障害者を見つめる目と同
様の目をして、私を見ていたのだ。距離を感じた。 
 少しだけ、寂しくなった自分がいた。弱い立場の人間に手を貸すと、自分も弱い立場に立たされ
てしまう。優しさというのは、常に自己犠牲を伴うものらしいのだ。雑踏の中で、視線に圧倒され、
立ち尽くしながら彼を見送る私がいた。有り体に言って、孤独だった。銀河鉄道に乗り、様々な人
間に触れ合った後に、ジョバンニはあのさそりのようにみんなのためならば我が身を犠牲にしても
かまわないと言う。誰か個人のために、というよりも、みんなのためを思って言っているのだけれ
ども、個人を助けるときと心境はさして変わらない気がする。 
 困っているのはいつも誰か個人だからだ。正直な話、あのときの体験は私に誰かを助けるには勇
気が必要なのだということを教えてくれたように思う。それから、少しだけ臆病になった気がする。
しかし、ジョバンニは熱を込めて、しかし静かに自分の意志について話している。決して、勇猛果
敢に悪に挑む岸のようにではなく、一人の少年として星について思いを馳せるように語るのだ。ジ
ョバンニ少年に勇気づけられた。優しさは道場とは違う。同情という言葉は困っている誰かとその
気持ちを共有することだと言っている気がする。 
 しかし、溺れた人間に必要なのは、一緒に溺れて気持ちを共有することではない。安全な陸地か
ら、縄を投げてやることだ。ただ、それはそちら側に引きずり込まれないように、勇気を持って行
う必要があるのだ。小さなジョバンニはあのときに気づかなかった、けれども心には伝わっていた、
大切なことを改めて教えてくれた気がする。 
 私は誰かに手を差し伸べてしまうことができる。それでも、物語のラストにおいて、カムパネル
ラは川に落ちた友達を助けようとして、その友達を助けたけれども、自分は流されてしまった。縄
を投げるのではなく、自分が川に飛び込んだのだ。しかし、彼が死んでしまったかどうかは、物語
の最後には描かれていない。ただ、多分助からないだろう、というようなことしか書かれていない。
子供である彼は捜索に加われず、さまざまな感情を胸に溢れさせながらも家に帰ってしまう。彼は
カムパネルラの生を信じていただろうか。多分、そうだろう。私もそうだ。小さなカムパネルラは
私たちの中に生きているのだから。  

第15回読書感想文コンクール優秀作品発表 図書館だより第26号



 
 
                            商船学科  跡部 幸（挿絵も） 
 
                           

        エンデュアランス号漂流 
アルフレッド・ランシング 著 

新潮文庫 

 

 １００年も昔、探検隊２８名を乗せた帆船は、南極大陸横断に挑戦している最中、氷に砕か

れ沈没します。氷の海に取り残された探検隊に待ち受けていた過酷な冒険が描かれています。 
 漂流は１７か月間におよび、ラストは２８名全員が生還するという壮大なお話ですが、驚く

べきは、これがノンフィクションだということです。 
 彼らの日記も引用されており、恐怖や絶望で気が狂いそうな状況の中、何を感じていたのか

知ることができますし、それぞれ性格がよく表れているため彼らに親しみを感じます。 
どんな状況になろうとも、生きていくためには心がタフであること、仲間が希望になること、

奇跡は努力により起こせることが分かり、私も力強く生き抜いていこうと思った作品です。 
 
 
 
 

        アルジャーノンに花束を 
ダニエル・キイス 著 

ハヤカワ文庫 

 
 幼児なみの知能しか持たない３２歳の男性が、天才になる手術の実験台になるという内容で

す。 
 面白そうで夢のある話だなと思い、読み始めました。しかし、頭が良くなったからこそ、今

まで周りにどう扱われていたかに気付いて傷つき、また、尊敬していた人達よりも賢くなった

ため、がっかりして見下してしまったり。頭が良くなったら…と夢見ていた主人公ですが、人

間関係は崩壊し、孤独や怒りを感じる日々を過ごします。 
 その後の展開は、読んでない人のために書かないでおきますが、私は泣きながら読みました。 
 頭が良くなる＝幸せではなく、あたたかい心と笑顔を持ち、愛する人たちがそばにいること

が幸せなのだと痛感させられた作品です。 

推薦図書 
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                              情報工学科  岡村健史郎  

創造的コミュニケーションの技術 理科系の論文作法 

高木 隆司 著 
ハヤカワ文庫 

 
社会人になると，報告書，企画書，更には技術論文など，不特定多数を対象に，自分の主張

を明確な形で伝えなければならない文章を数多く書かなければならない．これらをどのようし

て書くか，誰もが社会人になったときに悩んでいる．うまく書くようにするためには学生の時

に，技術文章を書く練習を十分に積んでおく必要があるが，幸にも高専生は，実験レポート，

発表のレジメ，更には卒業論文と，多くの技術文章を書く機会がある．それらの文章を明確な

ルールに従って書くことで，技術文章を書くテクニックは上達してくる．そのルールを教えて

くれるのがこの本である．文章のタイトルの付け方，図の書き方，句読点の付け方，ひらがな・

漢字・数字の使い分け，文章の構成方法など，例文を示しながら明確に教えてくれる． 
最初から全てを理解して読もうとすると途中で挫折することがあるため，自分の興味がある

ところだけを拾い読みするだけで十分だと思う．ぜひ，一度，文章を書くときに参考にして欲

しい．少しずつではあるが技術文章を書く自信がついてくると思う．「マジでウケる」だけの文

章から早く脱却しよう． 
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 ブックハンティングに行って，ここの周りで

は買えない本が多く売ってあり，とても楽しか

ったです。 
 また知らない面白そうな本もあり読んでみ

たいと思えるものもありました。 
商船学科１年 永友野乃花 

 

 私は，ブックハンティングで，初めてジュン

ク堂に行きました。すごく大きくて，色々なジ

ャンルの本がたくさんありました。その中でも

私は小説がある場所をまわっていました。今ま

で気になっていた本や，面白そうな本がたくさ

んあって，どの本にするかすごく迷いました。 
 初めてのブックハンティングで，たくさんの

本を見ることができ，興味が持てたので，また

行きたいと思いました。 
電子機械工学科１年 田村彩友美 

 

 私は昔から本が好きだったので，今回のブッ

クハンティングという企画は趣味と実益が両

立した夢のような時間だった。そして今回行っ

た本屋さんは，小さな頃からよく来ていていた

のでとても手際よく出来たと思う。 
 私の住んでいる町や大島には本屋さんが少

なく，新しい本が入らなかったり専門書のコー

ナーが無かったりする。欲しい本が手に入らな

いことも多々あるので，そういった本を選ぶこ

とを心掛けた。来年も参加したい。 
情報工学科１年 的場 遥佳 

 

 

 

 

 ブックハンティングには初めて参加しまし

たが，とても楽しかったです。私は本を読むこ

とが好きなので，今まで読んだ本を思いだしな

がら，好きな作家さんの本を見ながら学校の図

書館に並べる本をしっかりと選ぶことができ

たと思います。 
 本を一気にたくさん選ぶ機会はあまりない

ので，すごく迷いましたが，充実した時間だっ

たので，また参加してみたいと思います。 
商船学科２年 弘中 愛子 

 

 ブックハンティングへの参加も二回目だっ

たので，去年よりも効率的に本を選ぶことがで

きて良かったです。自分が気になっていた作品

を選ぶことができたので，借りて読みたいと思

います。この機会を期に図書館で本を借りるの

を増やしたいと思います。また，ハードカバー

の本などはなかなか買うことがないので，この

ような学校の図書館に入る本を選べるという

のはとても良いことだと思います。 
電子機械工学科２年 村本  海 

 

 私は去年，図書館でとても面白い本に出会い

ました。その本は，ブックハンティングの選定

図書でした。私も自分で選んだ本を多くの人に

読んでもらいたいと思い，ブックハンティング

に参加しました。当日，先輩と話し合いながら

様々なジャンルの本を選びました。とてもワク

ワクしていて楽しかったです。どれもイチオシ

の作品なので多くの人に読んでもらいたいで

す。自分が選んだ本が，読んだ方にとって特別

な一冊になれればうれしいです。 
情報工学科２年 村上 結香 

ブックハンティングに参加して 
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 僕は，もともと図書委員ではありませんでし

たが，図書委員の友人が部活で行けなくなり，

僕が行くことになりました。僕はあまり本に興

味がなかったのですが，本屋でたくさんの本を

目にして圧倒されました。一つの本を手にとり

読んでみると話せなくなりました。読書もいい

ものだなと感じさせる良い機会でした。これか

らもこのようなイベントには積極的に参加し

ていきたいと思いました。 
商船学科３年 山﨑 日向 

 

 僕は毎年このブックハンティングに参加し

ています。何度も行っても飽きません。 
 本を選んでいる時，大体表紙で決めてしまい

ますが，時々好きな作家さんの本も手に取るこ

とがあります。 
 実際ブックハンティングは楽しいと思うの

で，「休日なのに外に出るのが嫌」とか言わず

に，どんどん進んでやっていけたらなと思いま

す。 
電子機械工学科３年 山本 楓真 

 

 ブックハンティングに参加するのは初めて

だった。高専に入ってからは，図書館を利用す

ることはあったが，本を借りて読んだりするこ

とがなかったので，今回本を選ぶ際にどんな本

がいいのか分からなかった。友達が本に詳しく，

おすすめする本など聞いていたら面白そうで

自分も読んでみたいと思った。あと２年間の学

生生活でたくさんの本を読んで読書に関心が

持てたらいいと思った。 
情報工学科３年 平山 絢乃 

 

 

 今回初めてブックハンティングに行かせて

もらいました。書店は思っていたよりも広くて，

どのような本があるのかを見るだけで一苦労

でした。それに，一人当たりの予算額が多く，

小説をかなり選びましたが，予算の半分もいっ

てませんでした。一方，専門の参考資料は一冊

で五～七千円くらいのが多く選ぶのに苦労し

ました。船に関する資料が少なくどこの店でも

少ないんだと思いました。来年も忙しくなけれ

ば行きたいと思いました。 
商船学科４年 清家 勝吾 

 

 私は今回のブックハンティングに参加して，

日々の学生生活ではなかなか養われない英語

力，すなわちＴＯＥＩＣについて参考書を購入

しました。やはり高専生ということで，英語力

の欠落が見受けられる部分があると思うので，

この機会に購入した参考書を用いて，英語力の

向上を目指してもらえればと思った。なお，こ

うした図書委員などの学生が今，何を学ばなけ

ればいけないか考えることができたので，非常

に良い体験になった。 
電子機械工学科４年 斉藤 修平 

 

 私は昨年に行われたブックハンティングに

参加しましたが今回のブックハンティングも

とても充実したものになりました。時間もたっ

ぷりとあり，新たに興味が出た本に出会えたり

どんな本なら他の人も読んでくれるのか等普

段あまり本をゆっくり考えて選ぶことも少な

いのでとても新鮮に思えました。私は五学年な

ので今年で参加は最後ですが下級生には自分

の視野が広がったり教養も深まるので是非積

極的に参加してほしいです。 
商船学科５年 小川  悠 
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 最近，私は本を読む機会が多くあり，読書の

すばらしさを知ることができました。 
 今回は，私の好きな本を多くの人に読んでも

らい，一人でも多くの人に読書のすばらしさを

知ってもらいたくて，参加しました。 
 先日行ったブックハンティングにより，新し

く図書館に入る本がきっかけで，読書が好きな

人が増えると嬉しいです。 
電子機械工学科５年 芳﨑 大我 

 

 私がブックハンティングに参加するのはこ

れで二度目ですが，今回は目的のものがあった

のでスムーズに選ぶことができました。 
 自分の興味のある分野の本を漠然と探すの

も楽しいですが，目的の本があるかどうか探し

ていくのもまた違った楽しさがあります。 
 私が選んだ本を読んで同じように楽しんで

くれる人がいれば良いなと思いました。 
情報工学科５年 友森なつ海 
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平成 30 年 2 月 28 日現在 
 

年度別入館者数・貸出人数・貸出冊数 

 

  25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度  

 入館者数 20,530 14,960 14,806 14,464 16,523  

 貸出人数 2,542 2,207 1,909 1,842 2,128  

 貸出冊数 5,227 4,630 4,133 4,152 4,426  

 
平成２９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 345 92 245 223 502 78  

 貸出冊数 785 179 547 377 973 194  
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