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本の面白さ
時々大きく本の話題から
反れながらも図書委員と
しての活動について様々
なことを語り合いました︒
とりあえず簡潔に書かせ
てもらいます︒
よく本を読む人も読ま
ない人も︑本をどの様に
識別していますか？大多
数の人はマンガ︑面白そ
うな本︑文字だらけの難
しそうな本︑というよう
に三つに識別されると思

※この他に日常常務として書架整理を行う

三月

灘校との交流会

灘甲戦の行われている
中︑静かに行われた両校
の図書委員による交流会
の感想を部外者ながら書
かせて頂きます︒さて︑
高校生の方は何やら穏や
かながらレベルの高い話
をしている様でしたが︑
中学生の方は互いの図書
館や本について︑そして︑

いますが︑灘には一部の
歴史マンガを除いてマン
ガといえるものは存在せ
ず︑面白そうな本といえ
る雑誌も同じく存在しな
い︒ライトノベル︵ジュ
ニア小説︶や話題書も少
ししか置かれていない︒
最近になってライトノベ
ルと話題書の数は増えて
きているらしいのですが︑
それでもまだ寂しく︑文
字だらけの難しそうな本
が大半を占めていて︑図
書館の利用者も少ないそ
うです︒ライトノベルや
話題書といったものはど
の様な楽しみがあるので
しょうか？甲南の図書館
は︑数多くのライトノベ
ルや話題書を︑リクエス
ト︵予約︶といった形な
どで取り入れられていて︑
図書館を利用する大多数
の人は︑これを好んで利
用しています︒利用者も
多く︑一月に一度は誰も
が足を運んでいるように
思われます︒
ライトノベルや話題書
の楽しみ⁝それは興味や
関心ではないでしょうか？

文字だらけの本より面白
そうな本︑そして面白そ
うな本よりマンガ︑といっ
たように人は自分の興味
を注がれるような︑情報
や物語に惹かれるもので
す︒最近本が売れなくなっ
ている理由も︑ここにあ
るのではないでしょうか？
本を読むという事に楽し
さや興味︑関心を持たな
ければ本を読む意味は無
いのではないでしょうか？

図書館という機関や図書
委員の本当の仕事は︑そ
れぞれの人に様々な興味︑
関心︑楽しさを本を読む
事で深め︑率先して何か
を知ろうという事を行っ
ていくように︑手助けす
る事でないか⁝今回の交
流会で部外者ながらそう
いった事を考えさせて頂
きました︒駄文ながら読
んで頂ければ幸いです︒

図書委員の風が吹く
今年度の図書委員の活動
活動報告
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高二D 西尾 祐亮

図 書 委 員 会

31 番3 号

今年度初発行「読書三昧」

数学科
村上先生にインタビュー

数学科の村上先生に図
書館やこの頃の出来事に
ついてインタビューをし
ました︒
Ｑ：図書館はよく利用
しますか？

られる本はあまりありま
せん︒まあ読書三昧では
なくて︑経済の本一冊と
僕が高校の時に生徒の間
ではやった政治の本を︑
君たちには難しいと思い
ますが︑一応﹁高校生の
ための読書ガイド﹂で推
薦しています︒
Ｑ：阪神大震災から十年
最近インド︑スリランカ
辺りで起こっている津波
や︑新潟県の震災など災
害の多い世の中でありま
すがそのことについてど
う思いますか？
Ａ：まず﹁気の毒だな﹂
とか﹁大変だな﹂と︒イ
ンドやタイのニュースな
んかを見ると﹁凄まじい
地震だな﹂とか﹁気の毒
だな﹂と思います︒子供
で親を亡くした人など︑
心が痛みますね︒僕が関
西に住みだしたのも震災
から三年後くらいだから︑
だいたい新地になった後
の関西に来ました︒この
前の式典で見て︑写真と
か映像で見ると︑凄まじ

Ａ：まさしくそのとおり
だと思います︒僕が一生
懸命漢字を勉強したのは︑
小学校六年生くらい迄で︑
漢字ドリルを何度もやり
直して覚えて︑今はその

Ｑ：最近携帯電話やパソ
コンが便利でみんな使っ
ているそうですけれども︑
逆にパソコンなどにある
変換機能に頼りすぎて漢
字などが書けない人が増
えている事に関してどう
思いますか？

くて︑地震に遭われた人 も教えるのは嫌いじゃな
たちは﹁本当に大変だっ いかなと思って︑甲南教
たんだな﹂と︑そう思い 師数学募集があったから
ます︒
応募したら採用されたっ
ていうことです︒
Ｑ：九州出身だと聞きま
すけどこちらの地域に移っ Ｑ：家庭教師とか塾の先
たきっかけは？
生とかそういう経験はし
ませんでしたか？
Ａ：大学は熊本で︑大学
院が関西︑だったので関 Ａ：大学時代は弁当屋で
西に縁がありました︒大 三年間バイトやって︑残
学院の為に関西に住んで︑ り一年は居酒屋でバイト
大学院の就職課に教師募 をやって︑大学四年間は
集のプリントがあって︑ 教育とまったく関係なかっ
それに応募したら採用さ たです︒大学院に入って
れました︒
時間無かったので塾の講
師の募集があったので︑
Ｑ：教師を始めたきっか そこで始めて分からせる
けは？
面白さを知りました︒家
庭教師はやっていません︒
Ａ：まあ正直︑大学生の
時はなにがやりたいって
のが決まってなくて︑就
職しようとか︑公務員に
なろうとか︑教師になろ
うとか︑何でも良かった︒
フリーターならフリーター
でも良かったですし︑本
当にやりたい事が見つか
るまではフリーターでも
いいと思っていたくらい
で︑たまたま塾で教えて
いて︑わかるまで居残り
で勉強させてわからせる
快感っていうのがたまら
なかったので︑少なくと

知識を活かして﹁生きて
いる﹂っていう感じです︒
中学以降はテスト前のちょっ
との練習だけです︒今は
漢字を雰囲気で覚えてい
るから︑いざ書けといわ
れたら書けない事がよく
ありますし︑実質数学の
授業でも漢字を書けなく
て恥をかく事がよくある
ので︑急遽ひらがなで書
き直すという事がよくあ
ります︒やっぱりパソコ
ンに頼り過ぎるというの
は問題かなと思います︒
中学高校時代の国語の勉
強は︑読み取り八割︑文
法一割︑漢字一割で読み
とりがメインなんだけれ
ども︑今社会人になって
国語の勉強のやり方をふ
と思った時に︑一番国語
力が伸びるっていうのは︑
本を読んでいて分からな
い所に漢字に丸を付けて︑
辞書で調べてその漢字の
意味や語意の意味を︑そ
こに書き写す︒書き写し
て︑もう一回意味を覚え
る︒それでその覚えた単
語や漢字を︑無理矢理使
おうと自分で文章を作っ
てみる︒そうすれば語彙
力も増えて︑文章もうま
くなって︑自分自身が
﹁成長していってるな﹂っ
ていうのが直に伝わって

きます︒国語が伸びるの
は︑読んで調べて無理矢
理自分で使う︑この流れ
だと思います︒そうした
ら漢字や国語の力が一番
伸びるかなと思いますね︒
読解ばかりして︑いざ漢
字を書けとか︑文章を書
けと言われても伸びない︒
さっき言ったような勉強
や本の読み方をしている
と︑いざ文章書けと言わ
れた時にも困らないし︑
ひらがなの少ない文章が
書けて︑賢い文章がかけ
たなと︑自分自身成長し
たな︑と自分自身伝わっ
てくる︒かといって読解
力が必要でないかという
と︑そうではなくて︑今︑
パソコンの本や数学の本
をよく読んでいるのだけ
れども︑結局は国語の流
れを読むのと一緒で︑数
学やパソコンの本も流れ
を読まないといけないし︑
﹁主語はなにで述語はな
にで目的語は何かな﹂っ

て考えながら読んでいま
す︒﹁これはこういう意
味なのか﹂っていう読み
方をしないと︑パソコン
や数学の本も理解できま
せん︒主語・目的語・述
語を大事にする国語の読
解力というのも大事だと
思います︒

Ｑ：昔は熱血授業といわ
れていましたが︑この頃
は﹁げんこつ﹂などそう
いうことをするのが少な
くなって︑あまり生徒に
対して怒るという事が少
なくなってきたのはなぜ
ですか？

Ａ：まあ君たちが大人に
なっていっているという
証拠で︑サラリーマンの
上司が新入社員に対して︑
げんこつして怒るという
事はしないと思いますし︑
その感覚ですね︒もう高
校生になると大人になり
つつあり︑そう

石原慎太郎/盛田昭夫 共著（304)

Ａ：図書館はあまり利用
しませんね︒雑誌でＡＥ
ＲＡや文藝春秋とかで面
白いネタがあれば利用す
るくらいで︑殆ど利用し
ないですね︒基本的に経
済や政治の話が好きなん
だけれど︑そういう本が
あまりこっちに無いから︑
本が読みたくなったらジュ
ンク堂で立ち読みとかし
て︑気に入ったら買う程
度ですね︒

Ｑ：その中で特に皆に読
んで欲しいという本はあ
りますか？
Ａ：僕が読んでいる本は︑
パソコンの本か︑数学の
本か︑経済の本だからねぇ
⁝でも経済の本はちょっ
と難しいから︑今︑薦め

「NO」と言える日本 光文社
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いうことをしないで︑言
葉で分かっていかないと
困ると思うのでしないの
です︒あまりにも酷いと
﹁げんこつ﹂はするけれ
ども︑それ以外はする気
がしないですね︒大人が
叱る時には﹁げんこつ﹂
やしばいたりはしないで
しょう？

どうも有り難うございま
した︒

平成17年2月23日

﹁はじめてのクラシック﹂

ラー音楽よりも圧倒的に
長いことだ︒ポピュラー
音楽では 分5を越える曲
は長い曲になるだろうが︑
クラシック音楽では 分
30
を越える曲はざらにある︒
劇のついた︑視覚を伴う
音楽を除いて︑私が知っ
ているもっとも長い曲は
三時間かかる︵バッハ
﹁マタイ受難曲﹂︶︒し
かし︑もちろんそんな曲
は一続きになっているわ
けではない︒いくつかの
部分に分かれている︒作
曲した人は︑全てを通し
で聴くことを望んでいた
だろうが︑別に通しで聴
く必要は全く無い︒好き
な所だけ聴けばよいのだ︒
と言う便利
特に今は CD
なものがあるのだから︒
︵本書第二章﹁シンフォ
ニーはフルコースのディ
ナー︑または︑つまみぎ
きのすすめ﹂の内容︶
もう一つは︑大半の曲
に題が付いていないこと
だ︒例えばモーツァルト
の有名な交響曲第四十番
ト短調︒メロディを聴け
ば︑恐らく十人のうち八
人まではどこかで聴いた
ことがあるはずだ︒黒田
恭一氏はこれをこの本の
中で次のように説明して
いる︒

﹁交響曲とか︑協奏曲︑
あるいはソナタといった
ような楽器で演奏される
音楽は︑もともと︑こと
ばでは伝えられないもの
を伝えようとしている︒
そのような音楽に︑もし
かりに﹃悲しみのシンフォ
ニー﹄とか︑あるいは
﹃喜びのコンチェルト﹄
といったようなタイトル
をつけてしまうと︑きき
ては︑どうしたってそこ
での﹃悲しみの﹄とか
﹃喜びの﹄といったこと
ばにしばられる︒ことば
にしばられたききては︑
そのシンフォニーの響き
に﹃悲しみ﹄を探し︑そ
のコンチェルトの音のつ
らなりに﹃喜び﹄を求め
る︒
そのようになってしまっ
ては︑本来が抽象的なと
ころでとどまるべき音楽
のたのしみから逸脱する︒
ベートーヴェンもモーツァ
ルトも︑その他の作曲家
たちも︑そうなることを
きらった︒その結果︑多
くの作品が住所をふりあ
てられることでとどまり︑
名無しの権兵衛のまま放
︶
置された︒﹂︵本書 p.30
要するに︑言葉によって
音楽の内容に先入観を持
たないよう︑作曲家たち

は作品に題をつけなかっ
たのだ︒
それ以外にも︑この本
には︑クラシック音楽に
親しむ為の方法から︑正
しい鑑賞法などが︑内容
豊富なたとえ話とともに
書かれています︒クラシッ
ク音楽を聴いてみたいと
思う人︑あるいは何を聴
いたらいいかわからない
人は是非読んでみて下さ
い︒難しい専門用語はほ
とんど出てきません︒
︵小原裕之︶

は亡霊となってハムレッ
トの前に立つ︶の仇︑叔
父︵父王の弟︶クローディ
アスを狙う行動的な王子
である︒
この作品は︑あらすじ
を述べると︑兄である先
王を暗殺したクローディ
アスが︑更に兄の妃ガー
トルードと再婚し︑王座
に就く︒叔父が自分の父
を暗殺したとは知らぬハ
ムレットは︑ある夜︑腹
心の家臣バーナード︑マー
セラスや︑友人のホレイ
ショーとともに︑エルシ
ノア城内に現れた父王の

ウィリアム・シェイクスピ

戯曲﹁ハムレット﹂︵新潮文庫︶

世に﹁ハムレット型﹂
︵あれこれと思案にふけっ
ているばかりで︑行動的
でない性格：三省堂﹁新
明解国語辞典﹂より︶︑
﹁ドンキホーテ型﹂︵空
想的・むてっぽうで︑正
義感が徒らに強くて行動
的な性格：同︶といわれ
るほど︑シェイクスピア
の戯曲﹁ハムレット﹂は
知られている︒しかし︑
実際にこの作品を読んで
みると︑ハムレット︵デ
ンマーク王子︶はそんな
に夢想的な人物でもなく︑
密かに亡き父王︵劇中で

ア

760.4
K
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愉しめるものである︒何
よりも大事なのは︑自分
の好みに忠実に聴くこと
である︒音楽に限らず︑
芸術で一番いけないのは︑
回りの一〇〇人が名曲だ︑
と言うので︑自分もその
曲を無理に名曲だと思い
込んでしまうことだ︒皆
は名曲だと言うが︑自分
はさっぱりわからん︒そ
れでいいのだ︒お前は分
からん奴だと笑われるか
もしれないが︑そのよう
な人間は笑わしておけば
いい︒その人は︑音楽や
芸術の本当の意味を知ら
ないからそんなことを言
うのだ︒分からない曲は
聴く必要が無い︒そのう
ちに聴けばよい︒また︑
繰り返し聴くことによっ
てその曲に親しんでゆく
場合もある︒︵本書第八
章﹁損をしないディスク
選び︑または︑名曲・名
演・名盤の﹃名﹄にまど
わされない賢明なききて
への道﹂の内容︶
もう一つ︑クラシック
音楽が敬遠される理由が
ある︒大半の曲はポピュ

︵講談社現代新書︶黒田恭
クラシック音楽をよく
聴き︑自分でもピアノや
声楽を習っている私に対
して︑少なからぬ級友た
ちから︑音楽の質問を受
ける︒そのような質問に
答えながら︑クラシック
音楽が多くの人に膾炙し
ていないことが︑今更な
がらによく分かった︒こ
れは何故だろう︒
私が思うに︑それはク
ラシック音楽に対して︑
真面目に聞かねばならぬ︑
いや︑それよりもクラシッ
ク音楽は難しい音楽だ︑
聴き方に決まりがある︑
という先入観を持ってい
ることが原因ではないだ
ろうか︒確かに︑クラシッ
ク音楽は何れの曲も一定
の形式を踏まえて作られ
ており︑その形式と︑そ
の形式の中でどのように
旋律︵あるいは主題︶が
展開されているのか︑と
いうことを聴き取ること
が大切である︒しかし︑
その形式とて︑非常に複
雑なものから極めて簡単
なものまでたくさんある︒
そんなに身構えなくても︑

村上 仙瑞先生

以上で村上先生へのイン
タビューを終わらせて頂
きます︒
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亡霊に出会う︒亡霊はそ
こで自らが弟のクローディ
アスに暗殺されたいきさ
つを述べ︑ハムレットに
敵討ちを命じる︒ハムレッ
トは事態を知り︑密かに
叔父の暗殺の機会を狙い︑
その揚句に恋人のオフィー
リアの父で宰相のボロー
ニアスを殺してしまう︒
それが原因で美女オフィー
リアは発狂し︑最後は川
に誤って落ちて命を落と
す︵このオフィーリアの
死の場面は︑何人かの画
家が絵画の題材としてい
る︶︒結局紆余曲折を経
て敵討ちはなるが︑その
戦いの中で最期はハムレッ
ト自身も命を落として幕
となる︒
この作品は︑先王の亡
霊が︑自らの敵討ちをハ
ムレットに命じ︑そのた
めに多くの血が流され︑
最後にはクローディアス
を始めとする主要登場人
物はみな死んでしまう︒
考えてみれば︑暗殺され
た先王も︑全く酷な負の
遺産を残して逝ったもの
だ︒
しかし︑この作品はそ
れ以前に︑戯曲としてき
わめて高い完成度を誇っ
ている︒劇的な内容は読
者︵あるいは観客︶の目

読書紹介

﹁
多 面 体 の 折 り紙
を捕えて離さない︒﹁な ︵小原裕之︶
編集後記 ﹂
多面体の折り紙 という本は︑その書名の通り折り紙で︑多面体を
がらうべきか︑死ぬべき
﹂を
か
作ろうという本である︒最初のほうは︑正四面体を作るのがあり︑そ
本年度初の読書三昧︑
To
be
or
not
to
be
始めとする名台詞もたく
れ
が基本である︒もっと難しいのになると︑聞いたこともないような︑ いかがだったでしょう
さんある︒実際︑構成や
デルタ１２面体だとか︑切頂〜面体だとかを作る作り方が載っている︒ か？
展開の点で優れた戯曲な
実
際に作ってみると︑最初のほうは簡単だが︑サッカーボールの形な
本の紹介を始め︑本
のである︒その展開はシェ
んかは先ず紙の大きさがややこしくて︑さらに正五角形を作るのでか 年度の活動レポート︑
イクスピアの他の戯曲︑
なりめんどくさいが︑細かい作業が好きな人は︑手間のかかる１２０ 先生へのインタビュー
例えば非常に展開の早い
枚の紙を使うような立体を作ってみたら面白いと思う︒本を読むだけ なども交えたバラエティー
﹁マクベス﹂や︑あるい
でなく︑実際にするのも面白いので根気がある人は実際に作って︑あ に富んだ作品に仕上げ
は﹁オセロー﹂︑﹁リア
まり根気のない人は︑こんなのが作れるんだなぁと思って読めるので ることが出来ました︒
王﹂にも決して引けを取 キャプテンブ
面白いと思う︒
やはり︑図書委員と
ルーベアの１
らない︒
西(尾 祐亮 し
先ほども述べたが従来︑ ３と２分の１
) ての最大の役割はこ
ハムレットは酷な負の遺 の人生
のように紙面を通して
起 床術
産を残され︑その遺言を
読書の大切さ︑本の素
朝起きるのが辛い人︑朝気持ち良く起きたいという人︒そんな人に︑ 晴らしさなどを一人で
実行したくない優男で︑
全
部
で
上
中
下
の
３
父王に対する義理から︑ 冊で出来ている本
オススメな本がこの﹁起床術﹂という本である︒
も多くの人に伝え︑図
殺人を行う夢想的人物と
ほとんどの人は起きられないというのは︑単にその人の根性が欠けて
です︒内容は主人
書館と生徒とのパイプ
解釈されてきた︒しかし︑
いるだけで︑頑張ったらどうにかなると思っているだろうが︑この本
公のブルーベアが
役となり︑働くことで
この作品を実際に読んで
では︑起きれないことは﹁病気﹂だとしている︒起きられないことを
一生で全く違う生
あると思うのです︒
みると︑そのような優柔
病気という観点から見ているのだ︒起きられないことは病気なのだか ですから︑これから
不断な部分はまず見出せ き方を２７回しま
ら︑当然ほっといて治るもの︑あるいは根性でどうにかできるもので も我々一同︑切磋琢磨
ない︒むしろ︑発狂を装っ すそしてこの本で
はない︒しかし︑病気も適切な治療をすれば治すことができるのだ︒
して更なる躍進を目指
て周囲をだま騙し︑敵討 はその中の１３と
自分はどうしても起きられない︑というのなら︑自分が﹁起きられな
ちの機会を狙う様は︑こ ２分の１の生き方
し活動していきたいと
い﹂という病気であると疑って︑この本を読んでみるといいだろう︒
うかつ狡猾である︒そし を紹介します︒
思いますので︑どうぞ
この本を読んで︑適切な治療方法を知って︑それを実践すれば︑誰で よろしくお願いします︒
て︑かつての学友を騙し この本の特徴は１
も朝すっきりと目覚めることができると思う︒
て殺させ︑最終的に敵を 話１話が全く違う
討つのである︒更に︑父 話なので飽きない
松(本
図(書委員一同 )
の死後︑弟の下に走った
ところです︒この
ガートルードが最期に改
本はおもしろいの
心する件は︑無情という
でぜひ読んで見て
他ない︒
とにかく︑非常に文学 ください︒
福(井 文 )
的に優れた作品なので︑
河出書房新社
河出書房新社
本
評論社
日
一読をお薦めします︒
ヴァルター・メアス 著
梶村 尚 史 監
:修
川村みゆき 著
メア
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