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古本市に至るまで
高一Ｃ 西尾裕亮
僕達︑甲南図書委員
会は︑文化祭で古本市
をするため︑まだ暑い
９月半ばにその準備を
始めました︒
まず︑古本市をする
ためには本がなければ
ならないので︑それを
集めるために図書委員
を３つに分けそれぞれ︑
実際にポスターの作製
等を行う作業班︑その
企画を行う企画班︑そ
して︑集まった本を管
理・整理を行う管理班
とし︑それぞれ作業を
行いました︒
始めに︑本を集めるた
めにそれを呼びかけるポ
スター・プリントを作成
しました︒その時︑ポス
ターは︑校内に掲示する
ためそれを見た時に印象
に残るようにと字は大き
く︑文章は短く︑そして︑
インパクトを強めるため
に色画用紙にレタリング
をしたものに色を着けま

した︒また︑プリントで
は︑ポスターよりも詳し
く説明を入れました︒
次には︐プリントを全
校生徒に配り︑ポスター
を図書館・掲示板等校内
に掲示し︑持ってきて貰っ
た本を入れてもらう為に
回収箱をつくり︑図書館
と教員室入口に置きまし
た︒
しかし︑最初は本が集
まらず︑そのため２学期
中間考査後にもう一度古
本回収のプリントを配り
呼びかけた結果︑本が集
まってきました︒
そして︑文化祭に向け
てパネル搬入を行いまし
た︒パネルの搬入後︑ま
ず最初に教室内の掲示物
を取り外し︑机・椅子を
整理しました︒その机を
並べて︑古本市のおおま
かな形を作り︑回収した
本を保管していた場所か
ら教室に移動させました︒
ここで大きな問題となっ
たのが︑本をどのように
して並べるか︑というこ
とでした︒まず第一にお
客さんが見やすい並べ方

図書委員文化祭

をしようということで︑
ダンボール箱を使って棚
を作り︑背表紙を上にし
て小説 文(庫 ・)小説 ハ(ー
ドカバー ・)漫画等種類
別︑そしてその中で五十
音順に並べました︒
また︑ここで本が予想
よりも多く部屋が狭く感
じるということで︑パネ
ルを動かし部屋を広くし
ました︒校内文化祭ぎり
ぎりまで見やすく︑面白
い古本市になるように掲
示用ポスターをパネルに
はったりしました︒
文化祭の朝︑最後に本
を整理し直して文化祭本

高一Ｃ 太田佳宏

古本市を通して

番を迎えました︒
古本市の店員として︑
人が来なければどうしよ
うというつまらない不安
は︑開店と同時に消え去
りました︒開店したとた
ん︑人が流れ込んできま
した︒一冊目の本が売れ
た時は︑とてもうれしかっ

たです︒そして︑次々に
本は︑売れていきました︒
お客さんの中には︑一
度に一〇冊以上買っていっ
てくれる人もいました︒
また︑写真を撮るだけ
の先生もいました︒でき
れば︑買って欲しかった
です︒
困ったお客さんもいま
した︒漫画を立ち読みし
て︑買わずに帰るという
お客さんです︒よく考え
てみると︑僕が本屋でしょっ
ちゅうしていることでし
た︒
僕は︑この時始めて本
屋の人の気持ちがわかり
ました︒﹁本屋で読むな
ら買って帰って家で読ん
でくれ﹂と思わず言いそ
うでしたが︑自分もよく
同じことをやっているの
だと思うと︑注意できま
せんでした︒
幼い子供連れのお客さ
んは︑絵本をたくさん買っ
ていってくれました︒そ
の子供は︑学生よりも礼
儀正しいお客さんでした︒
﹁どうもありがとう﹂と︑
ただ本を渡しただけなの

その本は︑すべて BOOK
に引き取ってもら
OFF
う予定です︒本達は︑そ
こでまた違う新たな人生
を歩むことでしょう︒
すべての作業が終わっ
た時︑とても心地よい気
分でした︒店員をした僕
は︑おいしいとこ取りだっ
たかもしれないけど︑こ
の古本市は︑図書委員の
皆や本を提供してくれた

に言ってくれた時には︑
うれしかったです︒あの
子供に買ってもらえたあ
の絵本は︑とても幸せだ
と思いました︒最近の生
徒は︑本来言わなければ
ならないことができてい
ないと思いました︒
人の波は︑途絶えるこ
とがなく︑文化祭が終わ
るまで続きました︒次か
ら次へと皆さんから提供
された本が売れていきま
した︒その買われていっ
た本は︑幸せだと思いま
した︒その本は︑そこで
新たな人生を歩むことで
しょう︒
しかし中には︑売れ残っ
た本も多数ありました︒

来年も一致団結してがんばろう！
今年度の図書委員の活動
活動報告①
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一年、また一年と甲南の羽は飛んで行く。

皆さんのおかげで実現す
ることができました︒そ
れと︑本を買ってくれた
皆さんのおかげで︑大成
功に終わらせることがで
きました︒また︑売上金
は︑あしなが育英会寄付
させていただきました︒
皆さん本当にありがと
うございました︒

図書委員研修会

昨年の六月十一日︑私
達は図書委員研修会に参
加してまいりました︒
◆会場校紹介
今年の会
場は小 林()聖
心女子学院
でした︒白
を基調とし
た 瀟s洒︵しょ
うしゃ︶な
校舎で︑そ
の所々に聖
像が置かれ
ているのが
印象的でし
た︒知って
いる人もい
るかとは思
いますが︑

活動報告②
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ここはカトリックの学校 本もよく揃っていました︒ とめ上げ最後にみんなの
なのです︒廊下を歩いて 人気のある文庫本は回転 前で発表していました︒
このやり方だと︑各学
いても教会にいるような 式書架におさまっていて
探すのもとても楽しそう 校で今一番知りたいこと︑
気分になります︒
図書館の方はといいま です︒あとここならでは 考えたいことを話すこと
すと︑入り口はいってす の特色としては︑やはり ができました︒
ぐ左に雑誌コーナーと貸 カトリックの学校という その一方で︑毎年同じよ
し出し・返却カウンター︒ こともあって︑聖書を取 うに会議を続けてくると︑
右手には階段があって︑ り扱ったコーナーがあり︑ 会議の内容もテーマが違
視聴覚ルームにつながっ 聖書がずらっと並んでい うとはいえ︑話の内容が
似たりよったりになるな
ているのですが︑その通 る様は壮観でした︒
路がそのままぐるっと図
小林聖心 図書委員の方々
書館の端までのびていて︑ ◆図書委
そこにはまた階段があり 員研修会︑
ます︒ちょうどこの視聴 これまで
覚ルームの部分が中二階 のいきさ
のようになっているわけ つ
図書委
です︒一階のほうは真ん
中で大きく二分していて︑ 員研修会
右が書架︑左が読書スペー ではこれ
スになっていました︒そ まで︑図
して︑図書館の奥には扉 書委員を
があって︑そこからは自 班分けし
習室に行く事が出来ます︒ た後に各
自習室は二部屋あり︑席 グループ
数はあわせて三十席とい ごとにテー
うことでしたが︑机は大 マが与え
きいですし︑椅子と椅子 られ︑そ
とのスペースも広めに取っ れについて議論して行く ど問題も見つかりました︒
ているので︑快適に勉強 という方法をとっていま また︑学校によっては図
が出来そうでした︒授業 した︒テーマは︑たとえ 書館の規模︑方針などの
の課題学習やレポートの ば﹁ 世
21紀型の図書館に 条件が違うため︑ある特
作成のためによく利用さ つ いて考える﹂だとか 定の話題になると︵ビデ
︑漫画等の導入
﹁図書館で問題になって オ︑ CD
れているそうです︒
また蔵書は冊数約 62,0いること﹂といったもの について︑など︶︑話が
冊
00ということですが︑ がありました︒そして︑ かみ合わずに単なる学校
基本図書のほか︑新しい 班で話し合ったことをま 紹介になってしまうのも

大きな問題でした︒
そこで今年は︑集まっ
て会議をしようというの
ではなく︑みんなで壁新
聞を作ろうという企画が
行われました︒これなら
どの学校の図書委員でも
条件は同じです︒研究会
の目的である各図書館の
向上を︑共通の問題点を
話し合うことではなく︑
図書委員の技術の研修に
よって達成しようという
という目論見です︒
◆研修会の模様
私の班は︑関西学院さ
ん︑山手女子高校さん︑
愛徳学院さん︑親和女子
高校さん︑神港学院さん︑
そして今回の会場校であ
る小林聖女子高校さんと
いうメンバーになりまし
た︒まず︑すばやく自己
紹介等をすませた後︑ど
のような壁新聞を作ろう
かと相談には入ります︒
この壁新聞︑私たちに与
えられているのは︑紙と
ペン︑そして私達が事前
に用意してきた︑読書紹
︶の
介文を書いた紙︵ B5
み︒あとは私達がどのよ
うにしようとかってだと
いうわけです︒
班長兼司会・進行役を
務めていらした︑小林聖

心の方を中心に意見を集
めようとしましたが︑な
にぶん壁新聞というフィー
ルド︵図書委員にとって
はサッカーやラグビーの
コートと同じようなもの
なのです︶の上でできる
ことが多すぎたので︑個々
の意見も漠然として形に
はなってきませんでした︒
そこで班長の提案の元︑
まだ時間があるというこ
とでしばらく自分達の好
きな本について語ろう︑
そしてこの壁新聞に自分
達が好きなことを書こう
ということになりました︒
﹁自分の好きな本につ
いて語る﹂これほど図書
委員にとって得意なこと
はないでしょう︒ここか
ら私達の班は急にテンポ
がよくなり︑思い思いの
ままにおしゃべりしてし
まいました︒年が近いこ
ともあってか︑読んでい
る本の守備範囲も重なっ
ている部分が多く︑今ま
での研修会でよくあった︑
発言しない子がいるなん
てことにはまったくなり
ませんでした︒
さて︑その結果私達の
班はどうなったのかとい
いますと︑そのまましゃ
べりすぎて時間がなくな
り︑壁新聞作成時間の最

後の一秒までそれぞれが
書きつづけるというはめ
に陥りました︒集合場所
に着いたときには︑もう
とっくに他の班は集まっ
ています︒はずかしかっ
たです︒
最後に各班の壁新聞の
発表を見ましたが︑とて
もよくまとまっている班︑
ユニークな壁新聞を作っ
た班︑私達と同じように
おしゃべりをしすぎてし
まった班などいろいろあっ
て面白かったです︒
こうして︑今年の図書
委員研修会を終えました
が︑気づいたことがひと
つ︒壁新聞を作るという
ことを通して︑各学校の
図書委員が話しているの
ですが︑そのなかにはい
ままでの会議形式で話し
てきたこともけっこう話
題になったことです︒そ
の多くは愚痴だったり︑
笑い話だったりするので
すが︑その案いいなと思
えるようなこともあって
大変参考になりました︒
図書委員が集まると本か
図書館の話しかでないと
いうことかもしれません
が︒そういう意味でも今
年は良い研修会になった
と思いました︒

理を垣間見ようと︑安野 では︑上戸彩演じる岡ひ
︶私
モヨコさんのコミックを ろみが︑なぜ︵ Why
﹃本読んでどうするの？﹄
読むうちに︑ふとモヨコ はテニスをしてるんだろ
さんの旦那様が庵野秀明 う︑と悩むシーンが幾度
英 語科
池田 英樹
監督と気づき︑そこから か出てきます︒最初はお
日本アニメにはまってい 蝶婦人に憧れて入部した
︶のが︑時間とと
く人もいるかもしれませ ︵ Why
いし︑本なんて全く興味 ん︒その結果︑今春封切 もに変化し︑悩み︑苦し
がない︑って言う人もい られるイノセンスという み︑そしてそれを乗り越
るでしょう︒理屈っぽい アニメ映画は︑世界のア えていく姿が描かれてい
と Why
はとて ニメーターに多大な影響 きます︒その時々で上戸
けど︑ What
も大切だと個人的には思っ を与えたあの攻殻機動隊 彩演じる岡ひろみは︑成
ています︒でもこの Whatの押井 守監督で︑封切 長していくのです︒
と Why
は時間とともに変 が待ち遠しいなんてなる
上で述べた what, how,
は相互に結びついて
わっていってもいい︑い かもしれません︒こんな
why
と Whyいます︒そして︑刻々と
やむしろ変わっていくの 風に︑最初の What
が普通じゃないかな︑と がどんどん変化していく 変化する終わりのないサ
も思っています︒例えば︑ のが普通なんだと思いま イクルだとも言えるかも
しれません︒疑問と不確
本を読む目的は情報収集 す︒
スポーツに例えるともっ 実の状態︵不均衡︶から
で︑理由は女の子にもて
る情報をゲットしたいか と分かりやすいかもしれ 解決と確信︵均衡︶のサ
ら︑と言う人がいたとし ません︒例えば︑今テレ イクルが繰り返される︒
ましょう︒最初はメンズ ビで上戸彩主演でエース テニスの例で言えば︑
ノンノとかで髪型やファッ をねらえ︵原作のコミッ ﹁サーブ＆ボレーで相手
ションなどの外見チェッ ク本はお勧めです︶では にテニスをさせないのが
クから入るのが今時かな？ ないけど︑テニスをどの 自分のテニススタイルだ
︶ とし︑︵ what
を決める︶︑
でもそんな雑誌を読んで ようなスポーツ︵ What
いて︑悩み相談室の回答 と考えるのか︒いかにミ そのために背筋力をまず
を
者の中に香山リカさんを スを犯さず︑相手のミス 鍛えようとする︵ how
たまたま見つけて︑﹁神 をいかに誘うかだ︑とあ 決める︶︒しかし︑当然
戸芸術工科大学の先生で︑ る先生が私に言われてい ながら背筋力だけが全て
精神科医なのか︒ちょっ たのを覚えてるけど︑こ ではないので︑うまくい
と彼女の本でも読んでみ う考えるプレイヤーは次 かずに不均衡の状態へと
ようかな﹂って思い︑そ に︑いかにミスを犯さな 移行する︒不均衡の状態
を自問自答する
こから心理学にはまって いようにするか︑という では why
︵方法︶に考えが移 ことになる︒全国大会で
いく人もいるかもしれま
How
せん︒あるいは︑女性心 行するでしょう︒テレビ ベスト に4入るためにテ

﹁本を読んでどうする
の？﹂
うむ︑何とも挑戦的な
タイトルだろう︒恐らく
読書三昧の原稿にふさわ
しくないタイトルである
ことは確かだと思う︒こ
の読書三昧は恐らく活字
離れと言われて久しい年
代の諸君に︑読書三昧の
原稿を読んだ諸君の一人
でも多くが︑図書館に足
を運ぶ︑あるいは書店で
本を手にとってみる︑こ
のようなことが意図され
ている一つではないかと
思うが・・・︒原稿依頼
に来てくれた○○君は︑
このタイトルに吃驚した
かもしれないので︑この
場をお借りして謝ってお
きます︒
いきなり堅い話になる
︶
けど︑読書の目的︵ What
︶は何でしょ
と理由︵ Why
うか？そんな事考えたこ
ともないよ︑と言いなが
ら本が好きな人は何も言
うことはありません︒そ
んなこと考えたこともな
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ニスをし︑決めたことは えば︑自分で考えている がるんだろう︒同じ溶液
途中で諦めないと答える︒ 過程を︑もう一人の自分 に浸かってぐったり安心
と how
を が︑そのプロセスを自己 して︑他人と飽和するこ
そこでまた what
考え直す︒自分は本当に 修正できることです︒ whとは︑そんなに心地よい
のサイクル もんなんだろうか︒﹂
サーブ＆ボレータイプな
at, how, why
のか︒サーブの確実性を を︑自分で管理できると ﹁高校に入ってからとい
上げるには︑フォームを 言い換えられるかもしれ うもの︑何度笑いをこら
ビデオにとり修正してい ません︒
えたことか︒笑うってこ
けばいいのではいか︒こ ちょっと堅い話が続いた とはゆるむっていうこと
こで一応の回答を見つけ ので︑読書三昧の原稿ら で︑そして一人きりでゆ
たので︑均衡状態へと移 しく︑私が最近読んだ本 るむのには並々ならぬ勇
行する︒﹂このサイクル について書きます︒史上 気がいるものだ︒﹂﹁で
が延々と続くのです︒ス 最年少で二人の作家が芥 きれば部室のドアを一番
ポーツを例に挙げたけど︑ 川賞を受賞したのは記憶 に開ける役目も避けたい︒
音楽でも︑読書でも同じ に新しいのではないでしょ 万物を動かしたくないん
ことだと思います︒ Whatうか︒その時のニュース だ︒でもこんなふうに存
と Why
に対する唯一絶対 で︑綿矢氏の表情という 在を消すために努力して
無二の答えは存在し得な か存在が︑自己を消去し いるくせに︑存在が完全
いでしょう︒存在すれば たいという風に私には見 に消えてしまっているの
全てがそこに集約され︑ えたのです︒先に出版さ を確認するのは怖い︒﹂
誰もがそれを行えば済む れたインストールが映画 ﹁力強く言われて不覚に
ことになるから︒
化されるのも知っていた もじんときた︒先生から
という漠然とした疑 ので︵主演女優は上戸彩 目をそらしながら︑泣き
Why
問を︑より細かな疑問に ですが︑決して私は上戸 そうになる︒やっぱり先
変える過程において︑自 彩ファンではないので・・・ 生は嫌いだ︒認めて欲し
分で正しい疑問を問い続 念のため︶受賞作の﹁蹴 い︒許して欲しい︒櫛に
けることのほうが︑答え りたい背中﹂を読んでみ からまった髪の毛一本一
や知識を獲得して蓄積す ました︒人それぞれの読 本取り除くように︑私の
るよりもより貴重なのだ 後感はあると思うけど︑ 心にからみつく黒い筋を
と言う事を︑メタ認知で 教師としてハッとさせら 指でつまみ取ってゴミ箱
きれば素晴らしいと思え れる表現が多くありまし に捨ててほしい︒人にし
ます︒メタとはギリシャ た︒
てほしいことばっかりな
語で﹁超える﹂という意 ﹁頭の尾っぽを振りなが んだ︒人にやってあげた
味で︑認知とは﹁推理・ ら︑絹代は机を囲んで大 いことなんか︑何一つ思
思考などに基づいて事象 騒ぎしている雑草の束の い浮かばないくせに︒﹂
の高次の性質を知る過程﹂ もとへと走っていく︒ど ︵綿矢りさ著 蹴りたい
ですが︑分かりやすく言 うしてそんなに薄まりた 背中 河出書房新社︶

この本を読んだ後︑私は のを知っていればまた違っ
高三のある生徒が卒業の た見方をするでしょう︒
﹁最後の一言﹂に︑﹁自 また前教育課程審議会会
分の存在をなるべく消し 長の三浦朱門氏が﹁エリー
てきた自分に︑自分をな ト教育とはいいにくい時
るべく殺してきた自分に︑ 代だから回りくどく﹃ゆ
よくガンバったと言いた とり教育﹄と言っただけ
い︒﹂と書いた気持ちが だ︒江崎玲於奈さんの言
私の中にしみわたるよう うような遺伝子診断の話
な気がしました︒生徒を は出なかったが︑そうい
見ていない自分に気づき︑ うことになっていくでしょ
最初﹁蹴りたい背中﹂を うね﹂と言い︑その教育
読み始めた What & Why 改革国民議会座長の江崎
が私の中で変化していっ 氏は﹁いずれは遺伝子検
たのです︒
査を行い︑それぞれの子
どれが正しい読書とか 供の遺伝情報に見合った
は問題ではないし︑正し 教育をしていく形になっ
いとか正しくないとかを てきますよ﹂︵斉藤 貴
言えないかもしれません︒ 男著 機会不平等 文春
ただ言えるのは︑物事の 文庫より︶という事を知っ
ネットワークが広がり多 ていれば︑またガンダム
面的に見れるということ︒ を違った見方で見れるで
例えば︑ガンダム SEED しょう︒
でコーディネイター︵遺
甲南という学校が大切
伝子操作で高い知能と運 にしている個性の尊重で
動性を得たタイプの人種︶ すが︑個性とは隠してい
とナチュラル︵遺伝子操 ても滲み出てくるもので
作をしていないタイプの す︒単なる外見ではあり
人種︶が出てきました︒ ません︒他人との関わり
これを︑﹁すばらしい新 の中で︑他人と自己との
世界﹂という本の中で︑ 違いに気づき︑自分を深
人工孵化技術により︑胎 く見つめること︑そこか
児の段階から階級分けさ ら滲み出てくるものです︒
れて条件反射訓練をされ 自分を深く見つめるため︑
る︑ということが既に 70現実に関われる他者との
年以上前にハックスリー 数をはるかに凌駕するの
によって述べられていた は︑読書に他ならないの

本の紹介コーナー

読者オススメの本を紹介します︒それでは︑生の声をどうぞ︒

それにひれ伏すあまた数多の人々︒

半落ち
横山秀夫
講談社
﹁いまだに残る階級という名の差別︒
そしてそれらを照らす一人の男︒
この本は本物だ﹂
さすらいのポエマー

白 い巨 塔
山田豊子
新潮文庫
全部で５巻ある小説で︑大学病院の事をかいたもの︒

基本的には︑医学の話だから︑難しい言葉とか出てきて
イヤになるかもしれないけど︑この小説の一番重要なのは

手術してもらったり︑自分が教授になるためにお金を

そんな所ではなく︑患者が医者にお金を渡して特別に

描いていることです︒

渡したりなんていう︑人間の汚い部分をストレートに

家族の愛が感じられるやさしい本です︒

小学館

﹁いま︑会いにゆきます﹂ ︱市川拓司

それでも読みたい人はどうぞ︒

はっきり言って恋愛物や冒険物が好き
な人にはむいていないと思う︒

14才の心の葛藤

ではないでしょうか︒ W
を問い︑ How
hat &Why
を自己修正できる人は︑
内面から個性がにじみ出
てくるのではないでしょ
うか︒さて︑長々と書い
てきたけど︑結局は本読
んでどうするの？に戻っ
てきます︒ What & Why
なんて︑そんなの邪魔く
さくて考えなくてもいい
よ︑っていう人もいるで
しょう︒でもやがて君た
ちは大人になり︑子供に
答えなくていけません︒
本を読まなくてもいいな
ら︑その理由を明確に示
すのが大人の責任です︒
大人になってから︑邪魔
くさいでは通用しません︒
今この時に︑しっかりと
に対
読書の What & Why
して自問自答してくださ
い︒自らのパラダイムを
通して自らをメタ認知す
るために︒
村上春樹
新潮社
「海辺のカフカ」
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僕のオススメ本

中三 Ａ 富 永 光 則

﹃呪怨 ﹄

僕の紹介する本は︑
あまりに恐ろしい映像ゆ
えに︑発禁寸前となった
伝説のホラービデオ﹁呪
怨﹂の小説です︒僕は今
まで︑いろんなホラー小
説を読んできましたが︑
ここまで怖い小説は久し
ぶりに読みました︒
⁝老人介護のボランティ
アをしている仁科理佳は
寝たきりの老婆・幸枝の
様子を見てきて欲しいと
頼まれる︒郊外の住宅地
にあるその家の中は︑悪
臭が漂い︑ゴミが散乱し
ていた︒理佳が人の気配
を感じて二階に上がると
ガムテープで封印された
押入れが目に飛び込んで
きた︒理佳は︑恐る恐る
ガムテープを剥がし⁝︒
ホラー小説を読みたい
と思う方にはオススメで
す︒

