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やりたいことはほとん
ど詰め込んだなー︑とい
うのが業務終了後の感想︒
直接関っていける最後の

◇店長後記◇

業務終了︒

・文化祭古本市報告
（１）

・芦屋市議会議員

文化祭としては十分満足
のいくものだったと思っ
ております︒というか大
成功だったんじゃないだ
ろうか今回の古本市︒セ
ルフ駄目出しもする余地
がない︒あえて問題点を
指摘するならもう少し営
利に走っても良かったか

・二〇〇六年

（３）

・文化祭講演会

のご案内

な︑と︒最後は店内物価
が昭和にタイムスリップ
だったしなぁ︒ワンコイ
ン三冊ってどないやねん︒
ともあれ︑最初から最
後まで楽しかったの一言
に尽きる文化祭だったの
は間違いない︒祭りは参
加するより創るもの︒物

の

二〇〇五年度の文化祭は恒例の古本市を行いました︒古
以降は店長を務めた現高三の中咲君が纏めたものです︒

本市は沢山の人が来店してくださり大 盛況と な り ました ︒
ちなみに今年度は古本市は行いません︒神戸在住のミス
テリー作家である﹃浅黄斑︵あさぎまだら︶﹄さんを招い

終了︒そして祭りの余韻
も冷めぬ間に片付けが始
まる︒造り上げるのに一
週間︒壊すのには一時間︒
毎年のことながら慌ただ
しいなうちの文化祭︑と
パネルを搬出しながらし
みじみと考える︒
◆夕方︒ささやかな打ち
上げを行う︒そして解散︒

ての講演会を行います︒詳しくは最終面を見てください︒
室に本を
◇店長日誌◇
運び込む︒
高三 Ｄ 中 咲 博 和
◆店舗作
成開始︒商品の配置︑販
売価格設定︑文化祭当日
のシフトなどなど︒やれ
ばできる店員たちの働き
によって予想外に早く終
了する︒
◆文化祭前日︒校内文化
祭︒この日は店を開かな
い︒シフトの確認だけを
行い︑その日はすぐに解
散︒
◆文化祭当日︒客足は上々︒
全体的にモチベーション
が高いのはいいが︑反比
例して値段設定は大雑把
になる︒いいのだろうか︒
まあいいか︒チャリティ
なんだから︒
◆午後︒後半戦︒値下げ
を英断する︒全校放送を
用いた反則技を使用︒宣
伝効果は高く︑客足が回
復する︒委員会権限強し︒
クレームは多し︒高三ジャ
ズ部マジでごめんなさい︒
◆三時︒閉店︒文化祭も

◆去年︑春︒
古本市の店長
に任命される︒
◆一学期前半︒
経過して問題
発生︒本の回
収率が例年を
大きく下回る︒
このままでは
古本市を開く
ために必要な
量には達しないのでは
ないか︱︱︒不安が胸
を過ぎる︒やっべぇ︒
◆文化祭まで残り数週
間︒ここにきて本の回
収率が急上昇︒理由は
不明︒神の導きか︒と
にかく胸を撫で下ろす︒
◆文化祭数日前︒放課
後︑図書館の半分を占領
して本の分類・運搬作業
に没頭する︒予想以上の
量︵約二千冊︶に悪戦苦
闘︒こっそりエレベーター
をフル活用して三階の教

（６）

古本を提供してくれた人：59人+用紙入
れ忘れの人々

山村悦三さんへ

売り上げ金額：63000円

・読書紹介「TRICK」

集まった古本数：1926冊

（２）

購入者数：258人

インタビュー

売り上げ冊数：795冊

甲南・灘図書委員
交流会

来場者数：1102人

文化祭古本市
実施報告

（２）

データ

2005年度古本市
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を売る側に回るのは本当
に楽しい経験です︒
最後に︒古本提供者の
皆様︒二千冊近い図書の
提供︑本当にありがとう
ございました︒収益金は
チャリティーのために大
切に使わせていただきま
す︒そして参加メンバー
および関係者の方々︒高
校時代の大きな想い出が
できました︒自分にとっ
て最高の文化祭だったと
思います︒
この場を借りて︑古本
市に関った全ての人々に
最大限の感謝を︒ありが
とうございました！

六月中旬に滝川中・高
等学校にて︑図書委員交
流会がありました︒この
交流会は県内私立各校の
図書委員が集まり︑話し
合いをし︑交流を深める
ということを目的に行わ

高二Ａ 前中 公瑠

兵庫県私学
ＳＬＡ生徒
交流会
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れています︒
今回私が参加した交流
会では二つのジャンルの
本についての話し合いと
いうことでした︒ひとつ
は﹁流行本﹂もうひとつ
は﹁政治・経済﹂でした︒
最初に全員集まって︑
割り当てられる班を決め
︵一つのジャンルのうち
でさらにいくつかの班に
分けられます︶︑その後
各班の教室に行き︑話し
合いを始めるという流れ
でした︵今回私は流行本
のジャンルの班でした︶︒
皆今回のために読んで

きた本があるのかという
ところから話し合い始め
ましたが︑人それぞれの
様で﹁特に今回のために
読んだ本はない︒﹂と言
う人と﹁私は○○を読ん
できました︒﹂と言う人
に分かれました︵ちなみ
に私は﹃チョコレート工
場の秘密﹄を読んでいき
ました︶︒話し始めは順
調とは言えず︑お互い緊
張してなかなか話はとん
とん拍子には進みません
でした︒各々が読んだこ
とのある流行本について
話が進みましたが︑数人

での共通する本は何冊も
あったものの︑全員が読
んだことのある本は見つ
かりませんでした︒話の
中で一番読んだことのあ
る人が多かったのは﹃ダ・
ヴィンチ・コード﹄と
﹃ハリー・ポッター﹄シ
リーズでしたが︑これら
も全員が読んだことのあ
る本ではありませんでし
た︒
その中で話がどういう
風に流れたのか︑図書館
の運営・活動方法・方針
の話が出てきました︒そ
のほとんど︵九割方︶を
司書さんや︑先生に任せ
ているうちの学校として
は︑意見を求められない
ようにひたすらこそこそ
しているしかありません
でした︵話している人た
ちの学校は全部生徒中心
でしたので︶︒
そんなこんなで話し合
いの時間は過ぎ去り︑発
表の時間となりました
︵話し合いの後は各班で
話し合いの結果を発表す
る形式となっていました︶︒
結局私のいた班は全員が
読んだことのある共通し
た本がなく︑結果﹃ダ・
ヴィンチ・コード﹄をでっ
ち上げる形と成りました
が︑他の流行本の班も全

部﹃ダ・ヴィンチ・コー
ド﹄ばかりでした︒
前に書いたように流行
本の班はどれも﹃ダ・ヴィ
ンチ・コード﹄ばっかり
でしたので︑途中で飽き
てしまいました︒ちゃん
と話した班もあるかもし
れませんし︑私の班のよ
うに一人の人の意見で決
めてしまった班もあるか
もしれませんが︑結果が
同じ本で統一されたのは
なぜだったのでしょうか︒
今回あまり充実した話
し合いということができ
ませんでしたので次の機
会があるのなら︑もっと
本を選定して行えたらい
いなと︑思いました︒

将広

が選ばれました︒
﹃国家の品格﹄は簡単
に言えば日本人の美徳を
大切にしてもっと日本人
は一人一人しっかりとし
たプライドを持つべきだ
といった内容の本です︒
それ故にナショナリズム
を含むとも思われる部分

高二 Ｄ 難 波

二〇〇六年
甲南・灘
読書交流会

六月十八日の灘甲戦の
日に私達図書委員の何人
かは毎年恒例の甲南・灘
の図書委員交流会に参加
しました︒
そして今回の交流会で
は話のタネとして最近テ
レビでも取り上げられた
話題書の﹃国家の品格﹄

も多々あり︑解釈が難し
く︑本の解釈により大き
く意見が分かれました︒
そして結局この本の作者
の述べる主張の肯定派と
否定派に分かれて討論を
行うことになりました︒
主に肯定派はこの本で
多く述べられている﹁情
緒＞論理﹂に賛成︑否定
派はこれに反対しました︒
そうやって分かれた後に
作者の﹁日本の文化は世
界最高！﹂と受け取れる
ような主張をどう受け取
るかで議論が白熱し︑余
りにも極端すぎるその主
張の中にある﹁戦争で負
けて過去の歴史を間違い
とする日本人に誇りを取
り戻す﹂というこの本を
構成する上で大切な作者
の意図を自分はどのよう
に思うかを参加した生徒
はそれぞれ腹を割って発
表しあいました︒
さらに︑作者の投げか
けた意思としてもう一つ
大きなものに﹁あなたは
殺人は何故だめだと思う？
論理だけでいえば殺人は
肯定することもでき否定
することもできる︒だか
らこそ論理の前にもっと
大切なものが必要なのだ﹂
というものがあります︒
世の中には論理的に正

しいと証明できるようで
矛盾した不確かなことが
たくさんあります︒その
不確かなことの中に正義
やら道徳といった本当に
人が大切にしなければな
らないような事の大部分
は内包されています︒
作者はそういう不確か
なこと＝情緒として大切
にしようと述べ︑それは
論理よりも優先されるべ
き事として取り上げて日
本人の持つ武士道精神を
最もな例として挙げてい
ました︒そして﹁武士道
を日本のすべての人が持
てば日本で起きている様々
な問題を解決できる﹂と
受け取れるようなことを
述べていて私達は次にそ
れを議論の的として︑武
士道というものについて
考え︑それが本当に様々
な問題を解決するものと
して使えるのかどうかと
いったことについて語り
合いました︒
この本を読んだことが
ある人はどう思いますか？
私としてはまず現実的に
考えて全ての人が武士道
を持つ事など出来ないと
思っています︒しかし︑
仮に全ての人が武士道を
持ったとしたら︑それで
本当に多くの問題を解決
できるのでしょうか⁝︒
交流会に参加した人達
は最終的にこの本を﹁筆
者の思い描く個人的な理
想論﹂とこの本を評しま
した︒私としてもこれに
賛成します︒この本は作
者が口頭で述べたことを
本にしたものなので極論
と思われるところが多々
ありますが︑それ故に作
者の本音での理想論を知
ることができます︒この
理想を美しいと思うかど
うかは読んだ人によると
思いますがなかなか面白
いものでした︒
この読書三昧を見てい
るあなたは﹃国家の品格﹄
を読んだらどう思うでしょ
うか？ 読んだことがな
い人は是非一度目を通し
てみる事をお勧めします︒
自分の理想論を持ってい
る人は自分の理想と比較
してみると面白いかもし
れません︒まあ︑﹁いま
いち交流会で議論する本
には向かないなぁ﹂といっ
た意見が甲南・灘の両校
で多かったですが︒
今回の交流会は充実し
たものとなりましたが反
省すべき点も多かったで
す︒その最も大きな点は
あまりにも甲南側の発言
者が少なかったことです︒
題材となった本

書名：国家の品格

著者：藤原正彦

甲南中高の立地する芦
屋市のことを深く知って
頂く為に︑幼少の頃から
今に至るまで芦屋市で暮
らしてきた芦屋市会議員
山村悦三先生に︑四月七
日 金(曜日 芦)屋市役所に
てお話を伺ってきました︒
︵４月７日︑芦屋市役所
にて実施︶

高三Ａ 進藤 剛至

芦屋市議会議員
山村悦三さん
への
インタビュー
Ａ 一言
: でいうと﹁故郷﹂︒
ただ単に思い出というの
では無く︑私を育ててく
れた︑無くてはならない
存在︒私は芦屋市で生ま
れ︑芦屋市で育ってきた︒
その芦屋の心の文化その

Ｑ 山: 村さんにとって芦
屋市とはどのような街で
しょうか？

出版：新潮社
分類：304Ｆ

色々な物事をもっとよく
知っておけば今回のよう
な失敗はなかったと思い
ます︒歴史や哲学などだ
けではなく平和ボケして
いるからこそ戦争や災害︑
貧困など自分たちにあま
り関わり合いのない事を
知ろうとすべきでしょう︒
真に理解することは平和
な国に生まれた私達には
できないでしょうが︒そ
れだけではありませんが
来年は誰もがそれぞれよ
く様々なことを学び自分
の意見を持って交流会に
挑むようにしたいです︒
真面目にこれを全て読
んでくれた方々︑ありが
とうございました︒

今回の交流会の
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ものが私の人生なので︑
私の育ての親であり︑学
校でもある︑﹁人生の故
郷﹂といった感じ︒だか
らこの議員活動を通して︑
私の出来る限りの範囲で
恩返しをさせて頂きたい
とも思う︒
Ｑ 具:体的に芦屋市の特
徴とは？
Ａ 地: 史にはあまり載っ
ていないのだけれど︑芦
屋市は﹁地域社会﹂が創っ
ていった街であるという
ことが︑一つの大きな特
徴だと思う︒芦屋は昔︑
政治力の弱い街だった︒
だからこそ市民が主体と
なって︑街を創っていか
なければならなかった︒
俗に言う集落意識があっ
たと思う︒そのような市
民の自治意識が今の芦屋
を創っていった︒だから
今の芦屋は︑﹁国際文化
住宅都市﹂という特徴が
あるけれど︑それも全て
先祖の方々 地(域社会 が)︑
政治力も何も無い所から
創っていた努力の賜物だ
と思う︒だから私は︑芦
屋の先祖の方々は偉かっ
たのやなぁと思う︒
Ｑ 山:村さんは芦屋市を

Ａ 一:番の大きな理由は ︑
私の当時の学歴は中卒で
あって︑﹁中卒でどれだ
け市民の信頼を得られる
のか﹂という世間への試
し︑自分への挑戦という
ものであった︒ 議(員就
任中︑県立青雲高校卒業 )
何故そのように思うよ
うになったのかというと︑
私の息子と息子の同級生
が中学生の時に登校拒否
をした︒私の息子は転校
して復帰したのだけれど︑

Ｑ 山:村さんが政治家 市(
会議員 に)なろうと思わ
れたきっかけは︑どのよ
うなものだったのでしょ
うか？

どのような街にしていき いきたい︒﹁芦屋の人々
たいですか？
はみんな良い人だなぁ﹂
とみんなが思ってくれる
ような街にしていきたい︒
それには︑行政の応援す
る部分もあるのだけれど︑
やはり市民の一人一人が
自治意識を持ってやって
頂きたい︒私達は︑様々
な催し 桜(祭りや花火大
会︑檀尻など を)開催し
ているけれど︑その目的
は結局そこにあるわけだ
から︒地域の方々の交流
を深めて頂くという意味
でね︒

Ａ ま:ずは︑議員活動を
する以前の問題として︑
江戸時代から引き継いで
いる良い文化を︑大切に
するということだ︒例え
ば﹁住宅都市﹂としての
特徴︒最近の地域社会は︑
人間関係が希薄になって
きていると思う︒なので︑
少なくとも同町内くらい
の人の顔は︑お互いに知っ
ているという位の街にし
ていきたい︒それが結局︑
﹁安全﹂︑﹁安心﹂の街
づくりに繋がると思う︒
昔は物のない時代だった
から︑皆が共存できる様
に助け合いの精神が非常
に強かった︒その昔のよ
うに﹁心の共有する助け
合い﹂が出来る街にして
いきたい︒
また︑ハード面で﹁高級
文化住宅都市﹂︑﹁国際
文化住宅都市﹂として残っ
ていって欲しいのだけれ
ども︑最近は﹁相続税対
策﹂の問題で︑お屋敷が
少なくなってきている︒
しかし︑そのような逆境
の中でも︑住民の心だけ
は萎縮することなく︑広
く大きく持ち続けられる
ような︑そんな街にして

その息子の同級生は︑ずっ
と荒れたままだった︒そ
れで当時から私は地域活
動として︑﹁青少年愛護
委員﹂をやっていたので︑
その息子の同級生をよく
引き取っていた︒私自身︑
学歴が中卒だったのもの
で︑﹁学校に行かないの
なら就職しろ﹂と私はそ
の子に言った︒しかし︑
その子の父親は︑﹁中卒
だと世間で通用しないか
ら学校に行け﹂と言った︒
まぁ親の気持ちはみんな
同じで︑特にそのお父さ
んはお医者さんだったの
で︑そう言うのも分から
ないことはなかったのだ
が 笑(︒)しかし私はその
意見に︑反発心を覚えた︒
その一言を聞いて︑私は
中卒でも人生はやってい
けるということを︑選挙
で当選することによって
証明したかった︒自分の
為にも子供の為にも︒当
時から私は﹁お祭り﹂に
参加したり︑﹁青少年愛
護委員﹂をしたり︑地域
活動を頻繁にしていたか
ら︑それなりに地域の方々
は私を知って下さってい
た︒しかし︑選挙に出た
ときに中卒の私がどれだ
け信任されるかというこ
とを確認したかった︒世
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間では﹁建前﹂と﹁本音﹂
があるけれど︑普段︑表
せない﹁本音﹂の部分を
知りたかった︒そして最
初の選挙は落選したもの
の︑７００票頂いた︒も
う一つ上の方が７４７票
で当選された︒つまり私
は最初の選挙では次点だっ
た︒しかし︑もし頂いた
票の数が３５０票とか︑
箸にも棒にもかからない
数字だったら︑私の生き
方は変わっていたと思う︒
議員なんてやってなかっ
たと思う︒やはり落選し
たものの︑７００票も頂
けたということは本当に
有り難いことだった︒普
段から熱心に地域活動に
取り組んでしている私を︑
私という人間そのものを︑
しっかりと市民の方々は
見てくれていたのだと実
感した︒それを通して︑
世間の﹁建前論﹂と﹁本
音論﹂が結構くっついて
いるということも良くわ
かったし︑人々の心の広
さを感じることが出来て︑
本当に選挙に出て良かっ
たと思う︒
あともう一つの理由は︑
当時︑私は吃音だったの
で政治家になって人前で
話すことによって︑それ
を治すことが出来ると思っ
たからだった︒つまり自 ることが多かったから︑
分の中にある劣等意識を 夜食を食べに友人の屋台
打破したかったというこ のラーメン屋さんによく
行っていた︒それで︑そ
とかな︒
の屋台主と話している内
Ｑ 議:員に当選するまで に︑屋台はタクシーの運
の具体的な道程は？
転手と違って︑独立して
いるから儲かるというこ
とが分かった︒それで自
分も屋台主をやろうと思っ
て︑その友達 屋(台主 に)
色々と教えてもらって︑
自分も屋台をやることに
した︒そういう人との出
会いもあった︒だから改
めて人との出会いは大切
だと思ったな︒その人に
は屋台をやる際にも︑ガ
レージを貸してもらった
りした︒また近所の人は
私の屋台で食べてくれた
りして︑本当に有り難かっ
た︒地域社会の有り難さ
を感じた︒最初の売り上
げはなかなか厳しかった
けれど︑一年くらいした
ら︑家庭を養えるように
なって︑二年目くらいか
らは︑タクシーの運転手
時代の給与分くらいは貯
金できるようになった︒
それからずっと屋台をや
り続けている内に︑土地
を買って︑店舗を構えて︑
どんどん店を大きくして︑
弁当屋さんもやっていく
内に︑一千万円くらい溜
Ａ 私:は三歳のときに父
親を亡くしたから︑決し
て裕福な家庭ではなかっ
た︒だから家庭の為に中
学生のときは新聞配達を
して︑稼いだお金は全て
母親に渡して生活してい
た︒また当然︑母親は働
いて︑帰ってくる時刻は
遅く︑夕食を食べる時刻
もいつも遅かった︒そう
いう家庭環境の影響もあっ
たかもしれないけど︑学
校の勉強はあまり出来な
かった︒
そんな家庭で育って︑
中学校を卒業してすぐに
工場に就職した︒工場で
稼いだお金も全て母親に
渡して生活していたが生
活していく為には︑もっ
とお金を貯めなければな
らないという時︑当時︑
タクシーの運転手の給与
が歩合制で物凄く良かっ
たから︑二一歳の時にタ
クシーの運転免許をとっ
て運転手として働いてい
た︒仕事上︑夜遅くにな

まった︒丁度︑そうして
いる時に息子が不登校に
なった︒まぁ私も家内も
店の仕事で忙しかったか
ら︑面倒をあまり見られ
なかったということも︑
不登校の一因かも知れな
い︒なので︑子供には少

し苦労をかけたと思う︒
私もそういう家庭環境で
育ってきていたから︑無
頓着だったかもしれない
な︒そういうことで商売
も順調に行って︑マンショ
ンも建ててしている内に︑
息子が不登校になったこ

とから︑先程︑述べたよ
うに学歴のことを意識す
るようになって︑選挙に
出たということ︒だから
息子が不登校になってい
なければ︑議員には成っ
ていなかったと思う︒

総務常任委員長

県立青雲高校卒業

平成六年

市立山手中学校卒業

山村悦三氏 ︻プロフィール︼
市立山手小学校卒業

市議会選挙初当選

︻主な議会活動歴︼
平成三年

文教公企常任委員長

決算特別委員長

平成十年

市議会選出監査委員 平成十三年

議会運営委員長

市議会副議長

阪神水道企業団議員 平成十六年
市議会議長

平成八年
平成十一年
平成十四年
平成十七年
︻政党︼

自民党芦屋支部常任顧問

︻受賞歴︼
兵庫県消防協会長精積賞受賞

︻地域活動︼
青少年健全育成愛護協会理事

三条地区自主防災事務局

三条コミスク運営委員

県青少年健全育成運動推進員

自治会運営市長感謝状受賞

青少年育成県知事表彰受賞

山乃町地車愛好会代表

山手消防団部長︑指導員
山芦屋町自治会長

Ｑ そ:うですか︒その山 中そんなに悪いものじゃ
村さんの人生経験から︑ ない﹂ということを︑私
若者に伝えたいことはあ という人間を通して知っ
りますか？
てもらいたい︒私を通し
て︑そういうことを発信
したい︒
次いで︑お金のことに
関していえば︑昔の若者
の働く目的の基準は︑家
庭の為とか親の為とかそ
ういうものだった︒しか
し︑最近の若者の多くの
働く目的の基準が︑自分
の小遣いの為︑欲深さと
いうものになっている︒
それは︑私はどうかと思
う︒稼いだお金の七割は
自分の小遣いにして︑残
りの三割は家庭の為とか
学費の為に使うとか︑そ
ういうことが出来る若者
が︑世の中の素晴らしい
リーダーになっていくと
思う︒﹁若い時分に自分
を律する部分を創ってい
けば︑きっと良い大人に
なれる﹂︒以前︑堀江さ
んの事件もあったけれど︑
彼は彼で良い面もあるだ
ろうけど︑やはり結果と
して生き方を外したと思
う︒﹁こつこつと汗を流
して稼ぐ﹂という︑そう
いう生き方も私は大事だ
と思う︒
そして最後に︑﹁自分
のやったことに悔いを残

Ａ 先:ず︑学生には勉学
に励んで学生の間に︑基
礎学力を身に付けていっ
て頂きたい︒工場で製品
を加工する為に図面を設
計する仕事は︑図工で学
んだことが役にたったし︑
歯車の計算をする際にも︑
数学で学んだことが生か
された︒だからと言って︑
大人が﹁勉強しろ﹂と言っ
て子供のお尻を叩いても︑
逆に子供は潰れてしまう
が︑私は学生には勉強を
することを勧める︒職業
として学力が役立つとい
うことを知って欲しい︒
それと﹁人は真面目にこ
つこつと努力していれば︑
世間の人は必ず認めてく
れる﹂ということを知っ
て欲しい︒私はこの議員
活動を通して︑学歴が中
卒にも関わらず︑私が議
員に当選することができ
たのも︑普段から地域活
動に︑こつこつと励んで
いる私を市民の方々が見
て下さっていたからだと
思う︒多くの若者は︑世
の中に対して不信感を抱
いているけれど︑﹁世の

さないこと﹂︒大人にな
れば全て自己責任になる
から︑悔いを残さないよ
うに精一杯頑張るという
ことが大事︒世の中や他
人のせいにしてはいけな
い︒勿論︑他人のせいで
ある部分も少しはあるか
もしれないけど︒やはり︑
自分のやりたいことをしっ
かりと見据えて︑進んで
いくべきだと思う︒この
会社が嫌だとか︑この学
校が嫌だから辞めるとい
うことでは無しにね︒
Ｑ そ:のように若者を育
成していくうえで︑現代
の教育についてどのよう
に思われますか？
Ａ ﹁:青少年愛護委員﹂
の活動で街頭巡回をして
いるときに︑甲南生が煙
草を吸っていた︒そした
ら︑あるお母さんが﹁えっ︑
甲南の子でも煙草吸いま
すの？﹂と言った︵笑︶︒
市芦の子も甲南の子も年
代は一緒だから︑学校に
関わらず︑吸う子は吸う︒
だからそう意味で︑そう
いった偏見をしてはいけ
ないと思う︒勿論︑学校
によって学習の中身は違
うかもしれないけど︒そ
ういう目で子供を観ると

子供は荒れてしまう︒大
人がそのように圧力をか
けると子供は潰れていく︒
例えば︑１００メートル
を１０秒で走れる子もい
れば︑１５秒かかる子も
いる︒しかし︑１５秒で
しか走れない子に１０秒
で走れと圧力をかけても︑
子供は潰れてしまうだけ︒
ただ遅く着くか︑速く着
くかの違いだけで︑能力
の無いものも有るものも
完走しているという点で
は一緒︒そういう見方が
教育においては大事だと
思う︒だから煽てるとい
う意味では無いけれど︑
その子の長所を見つけて
上手に褒めて︑是正して
あげるということも大事︒
そして︑勉学も大事だけ
ど︑人格形成という意味
で家庭環境も大事だと思
う︒例えば両親が家でい
つも喧嘩しているようで
は︑子供が喧嘩した時に
親が注意するにしても何
の説得力もなくなる︒人
に優しくしなさいと言っ
ても︑親が人に優しくし
ていなければ説得力は無
いだろうし︒また︑自分
が親から受けた教育を︑
自分の子供にも施すよう
になるというのが一般論
だから︑そういう意味で

のだけど︒私はそういう
人達に比べれば︑小さい
人間なので︑そこまで大
きなことは出来ないけど︑
少なくとも地域の中で文
化を創るとか︑身近にい
る一人一人に良い影響を

与えていくとか︑そうい
うことが出来れば嬉しい
な︒

Ｑ わ: かりました︒この
度は本当に有り難うござ
いました︒

最近、図書館では『みんなのイチオシ』という小さなプリントに
自分のイチオシの本を書いて紹介するイベントが始まりました。
この『みんなのイシオシ』で紹介した本はブラウジングコーナー
窓側の横に展示場を設け、図書館に来た生徒達の目に触れることが
できるようになっており、紹介のあった本の内2,3冊は次の読書三昧
から随時図書委員のコメントと共に記載していこうと思います。
さらに紹介された本は図書館にない場合、図書委員と図書館で購
入を検討するので、自分が少しでも面白いと思った本があればじゃ
んじゃん紹介してください。

家庭環境の影響は計り知
れないと思う︒中にも反
面教師もあるのだけれど
も︑人格教育においては︑
やはり家庭の影響が大き
くなると思う︒一番密着
しているものだからな︒
Ｑ 有:り難うございます ︒
少し政治の話から逸れて
しまうのですが︑山村さ
んの人生で︑影響をお受
けになった人物︑書物を
お聞かせ下さい︒
Ａ や:っぱり︑男の子だっ
たらみんなそれぞれ憧れ
はあると思うけど︑私は
伝記物をよく読んでいた︒
豊臣秀吉︑織田信長︑徳
川家康︑宮本武蔵︑勝海
舟︑桂小五郎︑伊能忠敬︑
そういうのはみんな良く
読んだな︒自分の人生と
照らし合わせたとき︑豊
臣秀吉なんかはやっぱり
参考になるし︑田中角栄
さんもいるし︑私より苦
労なされている方もいる
のだなと︒エジソンや松
下幸之助なんかでも︑色
んなことがありながらで
も︑立派な発明をされた
し︒そういう伝記物のな
かで︑学んだものは大き
かったな︒そういう人達
のお陰で今の日本がある

『みんなのイチオシ』

平成18年10月16日
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講演会

事件簿

分類：ｙ,あさ

田に助けを︵結構傲慢に︶
求める︑③能力者︵犯人︶
登場︑④捜査︑⑤解決︒
を四話まで繰り返して展
開する︒第五話も少し変
わるがこのノリで進んで
いく︒︵このあたり﹁古
畑任三郎﹂に通ずる所が
あるかもしれない︒こっ
ちも始めから犯人がわかっ
ているのがユニークで実
に面白い︶細かいところ
はネタバレになるので伏
せるが︑どの話もドラマ
の原作を知っていても楽
しめ︑そして何よりも難

◆編集後記

しいことは抜きにして楽
しめる独特のノリが良い︒
結局この本をどう思う
ようやく一学期・二学
かは読み手しだいだが取
り合えず手品やお笑い好 期合併号となりましたが︑
きの人の方がウケはよさ 今年度初の読書三昧を発
そうである︒
行することが出来ました︒
時間が過ぎるのは早い
もので︑体育祭も終わり︑
すっかりと読書の秋と言
われる季節となってしま
いました︒自分のオスス
メの本の紹介をする﹃み
んなのイチオシ﹄も始まっ
ているので︑この機会に
出来るだけ沢山の本を読
んで甲南生に自分の好き
な本を広めるのも一興で
す︒
今回の読書三昧の編集
は現高二が始めてメイン
となって行ったので不精
なところが多いかもしれ
ませんが︑これからもど
うか図書委員を温かい目
で見守ってください︒今
回の読書三昧への皆様の
御意見・ご感想をお待ち
しております︒
︵図書委員一同より︶

ペットマムの

ＴＲＩＣＫ
トリックｔｈｅ
ｎｏｖｅｌ

走る死体

続いて内容だ︒全五話
のうち一〜四話はそれぞ
れ﹁呪術で人を殺す聖母﹂︑
﹁なんでも消す男﹂﹁パ
ントマイムで人を殺す女﹂︑
﹁記憶を透視する男﹂と
山田が対決するドラマや
マンガでもお馴染みの話
で︑その伏線を第五話で
一気に解決するという形
を取っている︒
話は実にシンプルだ︒
①山田が職探しをする又
は上田が変なことに首を
突っ込む︑②山田︑上田
に出くわす又は上田︑山

例

の活躍です﹂と警察に言
うし︑山田も上田に呼ば
れる時には五ヶ月分の家
賃を平然と要求してのけ
る︒もちろんこの二人の
他にも山田の熱烈なファ
ンとかすぐにサボる警察
官が登場し︑物語を盛り
上げる︒この本には全部
で五つの話が収録されて
いるが︑主要な人物は全
て固定なので︵もちろん
全て犯人に当たる人物は
違う︶実にサッと読むこ
とが出来るのも魅力の一
つであろう︒

著作の一

分類：ｙ,とり
出版：角川書店
著者：百瀬しのぶ

出版：有楽出版社

ご案内

言わずと知れた名作な
ので細かいことは省略し
よう︒手品師としての名
声はないが次々と難事件
を解決する﹁山田奈緒子﹂
と日本科学大学助教授で
ありながらも本編ではそ
の知識よりも通信講座で
習った空手で活躍する
﹁上田次郎﹂の二人が織
り成すミステリー作品で
ある︒
この作品の魅力はなん
と言っても登場人物の性
格であろう︒山田が解決
した事件を上田は﹁自分

今年の文化祭で我々、図書委員はミステリー
小説の作家である浅黄 斑（あさぎ まだら）
さんを招いての講演会を視聴覚教室にて午前10
時30分〜12時30分まで行います。
斑さんは1946年兵庫県神戸市生まれ。92年
『雨中の客』で第十四回小説推理新人賞を受賞
し、作家にデビューしました。
浅黄さんの文章はしっかりとした構成と手堅
い文章をベースに、リアルな登場人物やトリッ
クを盛りこんだ本格推理小説と呼べるものが多
く、最近では時代小説の執筆も行っています。
どの作品も成熟した文章で安心して楽しめるも
のばかりです。
さらに作中では地元である兵庫県を数多くの
作品の中で取り上げていて、阪神大震災から復
興した地元をミステリースポットとしてアピー
ルしています。
甲南の図書館にも何冊か浅黄さんの著作は置
いてあるので興味を持った人は是非とも貸し出
ししてください。
生でプロの作家の事を知るいい機会となって
います。文化祭当日は多くの方がご来場するこ
とをお待ちしています。

読書紹介「TRICK 」
高二Ｄ 高野 匠史

文化祭図書委員企画
ミステリー作家
「浅黄斑（あさぎまだら）氏」
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