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灘甲戦での交流会報告

でも今年は何だか参加
したくなったのです︒
灘甲戦の１週間前︑
僕は﹃鉄道員﹄を読み
始めました︑毎日読ん
でいるうちに灘甲戦の
日がやってきました︒
当日僕は朝１０時に図
書室に行きました︒す
ると︑中には灘の人が
いました︒机

交流会に参加して
中学２年 小野 真弘
僕は図書委員です︒
今年の灘甲戦︑僕は交
流会に参加しました︒
交流会というのはある
本についてみんなで語
るのです︑今年は﹃鉄
道員﹄についてでした︒
去年も図書委員をやっ
ていたのですが︑去年
は参加しませんでした︒

今回は６月１４日
の灘甲戦に行われた︑
交流会の様子を小野
君と大西君が書いて
く れ まし た ︒
今回交流会で取り
上げられた本は﹃鉄
道員 ポ(ッポヤ ﹄)で
す﹃鉄道員﹄の紹介
は２ページに記入し
ています︒
２人の感想文を見
て興味を持った人は
ぜひ図書館で読んで
みてください︒

の上にはお菓子を用意
して下さっていて︑僕
は﹁気が利くなぁ﹂と
思いました︒
少したってから︑早々
と語り合いが始まった
のですが︑﹃鉄道員﹄
は︑乙松 お(とまつ と)
いう駅員さんのお話で︑
東北が舞台になってい
ます︒ある時︑乙松が
ずっと働いていた駅が
廃駅になることが決ま
ります︒そして乙松が
最後の列車を駅から送
り出した後︑乙松は死
んでしまいます︒乙松
は生涯を仕事にささげ
たのです︒
語り合っているうち

に︑話の本筋
が分かってき
目次
て面白かった
１〜２ 灘中・高との交流会の報告
です︒僕も言
３
英語科 吉田和史先生
いたいことが
﹁言葉と他者﹂
あれば意見を
３〜４ 本の紹介⁝箱川君・前原君
言いました︒
４
編集後記
灘の人で﹃鉄
道員﹄を読ん
で来てない人
がいました︒しかし︑ 方が増えました︒また
甲南生には﹃鉄道員﹄ 来年も参加しようと思
を読んで来てない人が いました︒
いなかったのです︒ま
たとても熱心な人がい
ました︒みんなの中で︑
鉄道員を読んで
一番意見を言っていま
灘交流会を通じて 〜
〜
した︒
高校２年 大西 潤
語り合っていると︑
時間はあっという間に
私は︑灘との交流会 四十も歳の離れた中年
たちました︒最後にみ
の主人公に深く同情し
んなで写真を撮りまし において︑﹁鉄道員
た︒終わった時︑すこ ︵ぽっぽや︶﹂につい ている私がいた︒全体
しなごりおしかったで て︑灘の図書委員と︑ に平易な文章で綴られ︑
す︒最後にみんなと色々 意見を述べ︑議論した︒ 小説特有の退屈な説明
しゃべりました︒それ その内容やその議論に を省いた簡潔な描写は
基づいて︑私が出した 物語の入口から好感が
も楽しかったです︒
交流会が終わってか 結論についてここでは 持てた︒またストーリー
展開のテンポも良く︑
ら思ったのですが︑い 簡潔に述べる︒
ろんな人がいて面白かっ 私は︑交流会の始ま 読者を物語の世界へぐ
たです︒また灘の人と る二週間ほど前から︑ いぐいと引き込んでい
も仲良く出来てよかっ ﹁鉄道員﹂を読み始め く小説家ならではの技
たです︒本はただ読む た︒読み始めるとたち が随所に光っている︒
のではなく︑深く考え まち物語に吸い込まれ とりわけ︑分かり切っ
るという楽しみに気づ て﹁うんうん︑そうそ たあり得るはずのない
きました︒僕はよく本 う・・・・︒﹂と無意 現実を実際に存在する
を読みますが︑楽しみ 識のうちに相槌を打ち︑ 現実のものであると表
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現していくところは実
に丁寧で絶妙である︒
死んだはずの自分の娘
が主人公の前に現れ︑
主人公と交流するなど
という展開を︑江戸時
代という時代設定なら
いざ知らず︑この二十
世紀の真面目な小説の
主軸にするのはどうし
ても無理があるように
思えた︒しかし私は︑
灘との交流会での議論
からこの小説が読者を
惹きつけるテクニック
は三つあるという結論
を導き出した︒
その一つは読者の主
人公に対する同情と期
待である︒娘に出会う
シーンに至るまでに︑
主人公の今の現状や生
い立ちが描写されてい
る︒今まで︑自分の私
情を殺して︑一日も休
まずに仕事一筋で生き
てきた事︒結婚し一人
娘を儲けたが︑生まれ
てすぐに死んでしまい︑
その上︑妻も他界した
ことなどである︒読者
は︑家族を失った主人
公に深く同情し︑その
生き様に惚れる︒そん
な折︑主人公が働いて
いる駅で︑彼に親しげ
に話しかける一人の若
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い女性と出会う︒この
時点で読者はこの若い
娘が︑主人公の娘であっ
て欲しいという密かな
願いをもつのである︒
あるはずのない無茶な
展開だが︑孤独な主人
公にせめて優しいひと
時をプレゼントしてあ
げてもいいじゃないか
と︒読者もまた主人公
と一緒に暖かな団欒を
小説の中で体験したい
のである︒そして是非
そういう展開にして欲
しいと読者自身が望む
のである︒このように
読者の心情に働きかけ
る仕掛けが事前にして
あるということではな
いだろうか︒この部分
については私の意見で
もあったが︑灘の図書
委員の副委員長がより
深く考査していた︒こ
れについては二つ目の
ところで︑詳しく述べ
る︒
次に二つ目は主人公
の心理描写の妙である︒
若い女性と話し︑彼女
が主人公に父親のよう
に甘えてきても︑まだ
主人公は世の中には不
思議な人がいるものだ
と思いつつ︑まるで実
の父親に対する接し方
をする彼女に少しずつ
﹁もしかしたら﹂とい
う感情を抱くようにな
る︒何度目かに彼女が
駅に訪ねたときに︑遠
回しに聞いてみると︑
死んだはずの娘である
ことがはっきりする︒
だが︑幽霊であること
に恐れおののくわけで
はなく︑彼女が自分の
娘であった事で︑彼女
にむしろ親しみを感じ
る︒この辺りの少しず
つ核心に迫っていく主
人公の心の襞が丁寧に
描かれ︑読者の当然抱
く素直な疑問や押さえ

切れない感情を主人公
が余すことなくそのま
ま全て代弁してくれる︒
それはまるで読者の気
持ちを作者が手に取っ
て読み解いているよう
な絶妙さがある︒この
ように︑あり得ない事
実であっても︑読者が
主人公と一体化するこ
とによってスムーズに
ストーリーの中に入っ
ていけるのである︒作
者はここの部分の描写
に心血を注いでいると
感じた︒これは︑私の
意見と言うよりは︑灘
の図書委員の皆さんの

意見である︒だが︑こ
の意見には私も同調し︑
私の結論の中に取り入
れさせてもらった︒
三番目は︑死んだは
ずの娘が何故主人公の
前に現れることができ
たかというメカニズム
というようなものに全
く触れなかったことで
ある︒触れなかったと
いうより︑それを読者
に忘れさせると言った
方が妥当かも知れない︒
出会いの瞬間から︑
﹁もしかして娘なの？﹂
とか︑娘なのか否か確
認するための会話をし
ない︒主人公と読者は
﹁もしかして娘なのか︑
いやそんなはずはない︒
良く似た人が心安く話
しかけてきただけでは
ないか︒﹂などと彼女
の存在を探るように︑
ついて行くべきか断る
べきか常に心が錯綜し
ているのである︒そん
な風に頭の中が疑問符
に満ちた状態で娘との
交流が始まるので︑娘
があの世から現れたメ
カニズムなど聞こうは
ずもない︒また本当の
娘であると分かっても︑
親子水入らずの団欒の
心地良さでそんなこと

はどうでも良くなる︒ ればまた︑こういった
そして︑そのうち読 行事に参加したいと思
者はこの主人公のキャ う︒
最後に︑交流会の快
ラクター性に魅了され
ていく︒職人気質で完 適な会場を用意し︑我々
全主義の鉄道員︒程好 が︑心地良く議論でき
い謙虚さを持ち合わせ るように取り計らって
堂々と生きている︒今 くれた灘の図書委員の
はなき理想の﹁男﹂像 皆さんに心より感謝の
をここに描いて懐かし 意を表して︑この文を
さを強調させている︒ 終えたいと思う︒
この小説の印象は実に
この主人公が決定付け
ていると言って過言で
ない︒読者は﹁メカニ
ズムを知りたい﹂とい
う覚めた欲望を頭の片
隅に追いやって主人公
と共に楽しく甘美な時
を過ごし︑来るべき別
れに涙を堪える︒こう
して緻密な作者の企み
にすっかり読者は騙さ
れ︑騙されることに何
ら拒否反応を
起こさないの
書名 鉄道員︵ぽっぽや︶
である︒
著者名 浅田次郎
私は︑この
書誌分類 ︻ｙ／あさ︼
灘との交流会
出版者 集英社
に参加して
﹁本の内容に
ついて大人数
で考査する事
の面白さ﹂に
ついて楽しみ
を見出す事が
出来た︒出来

日本語で言っているよ
うに﹁よろしくお願い
します︒﹂と言おうと
することがある︒この
日本語︑社会人になっ
てから改めて気づいた
のだが︑非常に便利な
言葉である︒とりあえ
ず会話を終わらせたい
とき︑電話で話の落と
しどころが見つからず︑
どうして終わろうか考
えているとき︑かなり
無理があるときでも︑
とりあえず﹁〜〜〜︒
よろしくお願いします﹂
といえば話している二
人ともが︑なんとなく
終わった気がする︒そ
ういう意味でとてもす
ばらしい言葉である︒
こういうすばらしい言
葉なのだが︑少し考え
てみれば︑何を﹁よろ
しく﹂しているのかよ
くわからないのだが︑
まあそれはおいておく
ことしよう︒
非常に残念なことに
このかなりの文脈で便
利な日本語だが︑英語
にはそれに対応する言

言葉と他者
英語科 吉田和史先生

﹁何かいつもの自分
と違うな︒﹂
私は英語の先生なの
で︑当然のようにしょっ
ちゅう英語を使ってい
るのだが︑ときどき外
国の人と話していると
きにこんな風に感じる
ことがある︒自分がしゃ
べっているのだが︑な
んとなくいつもの自分
ではないような話し方︑
なんか自分が自分でな
いような感覚︑違う自
分になったような気が
するのである︒
こうした感覚は外国
語を話している人のあ
いだではよく言われる
ことで︑英語しゃべっ
ているときは違う自分
になるなどということ
はよく聞く話である︒
この文章ではこのこ
とについて少し考えて
みようと思う︒そして︑
言葉の本質のある一面
について取り上げてみ
たいと思う︒
ひとつの例を取り上
げよう︒英語をしゃべっ
ているときに︑いつも
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葉がない︒というわけ
で︑英語で話をする最
初のころは︑頭に﹁よ
ろしくお願いします﹂
と浮かんだもののそれ
をどう英語にするかで
非常に気まずい数秒間
を過ごしたものであっ
た︒結局︑ That'sな
all
どと言って︑終わって
いたものであった︒
しかし話はそこで終
わらない︒そのうち︑
だんだんと話すのに慣
れてきたら︑﹁よろし
くお願いします︒﹂と
いう会話の流れに持っ
ていかない自分がいる
ことに気づいたのであ
る︒会話の終わりが
﹁よろしくお願いしま
す﹂と︑なぜかならな
いのである︒会話を終
わるときでも︑ "OK.
Have a nice week. See
などのようなかた
you."
ちで自然に会話の流れ
が作られているのであ
る︒そういうふうに会
話がなるように気づい
てから︑日本語を話し
ているときの私と英語
を話しているときの私
の会話の内容や話し方
が少しずれているよう
な気がしてきた︒それ
はいったいなぜなのだ

ろうか︒
実はこのことは︑言
葉の本質に関わってい
るのである︒そして︑
日本語の自分と英語の
自分が異なっていると
いうことは︑言葉とい
うものが自分と取り持っ
ている深い関係に由来
しているのである︒
自分たちは﹁私﹂と
いう純粋な確固とした
ものが意識の中にあっ
てそれが発言する内容
を考えて︑それを言葉
に変換して話している
と思っていないだろう
か︒そういう意識を持っ
ていると︑英語を話す
と人柄が少し変わると
いう話を聞いて︑マネ
しているだけじゃない
のと思ったり︑﹁えせ
アメリカ人になりやがっ
て﹂と思ったりするか
もしれない︒
しかしながら︑﹁私﹂
という安定した自我が︑
言葉を使ってコミュニ
ケーションしていると
いうのは︑単なる私た
ちの思い込みにすぎな
いのである︒私たちは
ここで逆さまに考えて
みなければならない︒
事態は逆で︑話した言
葉が﹁私﹂というもの

を作り上げているので
はないか︑と︒自分は
自分が語っている言葉
によってこそかたちづ
くられているのではな
いかと︒
人はどんな形である
にせよ言葉を語る︒人
と話すときはもちろん
のこと︑独り言をもら
すときも︑頭の中で考
えるときも常に言葉を
用いている︒言葉は自
分たちが幼少の時代だっ
たころからすでに自分
のものとしてある︒
ところが︑この言葉
はその初めからして︑
自分のものではないの
である︒それは自分た
ちのご先祖様の時代か
ら︑受け継がれ︑時に
は大幅に変化して現在︑
自分たちの身体に受肉
している他のものなの
である︒
そして私たちはそれ
を赤ん坊のときは︑お
母さん︑お父さんから︑
大きくなっては先生︑
仲間︑同僚など自分を
取り巻く他者たちから
習得しているのである︒
その意味で︑私たちは
赤子というそもそもの
始まりから他者たちの
言葉を話し出すのであ

る︒さまざまな他者た
ちの言葉を受け容れる
ことで︑﹁私﹂は生ま
れる︒結局︑私という
自我は他者の言葉によっ
て生み出されてきたひ
とつの効果なのである︒
甲南高校でおこなわ
れた教員の研修会でも
講演した内田樹氏が︑
﹁私﹂について書いた
ブログの中で﹁﹃私﹄
という一人称代名詞を
主語として語っている
のはすでにして﹃他者﹄
なのである︒﹂と述べ
ている︒本当の私︑純
粋で透明な私などとい
うものは存在しない︒
自分の自我だと思って
いるのは︑そもそもの
はじめから他者たちの
つぶやき︑ざわめき︑
喧騒なのである︒した
がって︑いくら自分探
しをしたところで時間
の無駄である︒自分と
いうものはそのはじめ
から自分から疎外され
ている︒﹁私﹂という
ものは︑さまざまな他
者たちから発せられた
言葉の痕跡にすぎない
のであり︑自ら省みた
ときにそういう﹁私﹂
がいたという事後的な
効果に過ぎないのであ

る︒
そもそもの問いに戻
ろう︒英語を話す﹁私﹂
と日本語を話す﹁私﹂
が異なっているのは︑
言葉の以上の性質を鑑
みればすぐに理解でき
るであろう︒日本語が
それを話す他者のコミュ
ニティの歴史︑伝統︑
文化を本質として担っ
ているように︑英語も
またその言葉が話され
るコミュニティの独自
の社会文化を内包して
いる︒であれば︑英語
を話す﹁私﹂は︑日本
語を話す﹁私﹂と異な
る他者たちのざわめき
によって占められ︑作
りだされているのであ
る︒
英語を学ぶとは︑日
本語と異なる単語と文
法を学んでそれを使っ
て自分の意志をコミュ
ニケーションするなど
という単純なものでは
ない︒それは自分をそ
れまでとは異なる他者
たちに向って開いてい
く自らの存在の根本に
かかわる営みなのであ
る︒
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﹁インフィニティ・ゼロ﹂
高２
箱川 義樹
この小説は主人公リア・ヤマウチ・ノルバーグが不思
議な少女︑レイに出会うことから物語が始まる︒時代背
景は現代で︑のめり込んで読める本です︒
主人公は︑日本人とアメリカ人のハーフでマジシャン
を目指しています︒ジャンルはファンタジー＋恋愛で読
み や す い で す ︒ 主 人 公 と 少 女 は ︑ 唐 突 に 出 会 い 主 人 公 は︑
どことなく天然で危なっかしい彼女のことが気になり始
める︑という感じで物語が展開していきます︒
物語が進むにつれて少女の秘密などがわかっていき︑
主人公は戻れないところまで足を踏み入れていきます︒
この小説は物語の季節ごとに巻が別れていて︑ストー
リ ー の 流 れ 的 に は ︑ 冬 か ら 始 ま り 春 を 経 て ︑ 夏 を 過 ご し︑
秋に散る︑というところです︒物語の山場としてはやは
り︑夏⁝つまり三巻が一番感動しました︒
ヒトの思いの強さや感情などそういったものを考えさ
せられる物語でした︒機会があれば暇つぶし程度に読ん
でみてください︒

書名
インフィニティ・ゼロ
出版者 メディアワークス
著者名 有沢まみず
書誌分類 ︻Ｙ ／あり ／１ ︼

書名
出版者

︻Ｙ／ はや／１︼

はやみねかおる

都会︵まち︶のトム＆ソーヤ
講談 社

﹁ 都会のトム＆ソーヤ﹂
中学２年 前原 良彦
この﹁ 都会のトム＆ソーヤ﹂は︑主人公の内藤内人と竜王創也
が︑迷の天才ゲームクリエイターの栗井栄太を追っていく本です︒
この本の主人公︑内藤内人は︑ほぼ毎日のように塾に行かされ
ていたが︑あるとき塾の帰りに竜王創也がいた創也の後ろをこっ
そり歩いていると︑突然︑創也の姿がなくなっていた︒次の日創
也にその事を言うと︑創也は一つのカギを内人にわたした︑この
かぎは一体なのだろう︒そして昨日︑創也の姿が見えなくなった
あの道に内人は行った︒
すると︑ビルとビルの間に細い道があった︑内人はその細い道
を通り︑一つのドアの前に立つ︒そして創也から渡されたカギで
そのドアを開けた︒そしたらドアの向こうには暗くて何も見えな
い廃ビルの１階だった︒そこから内人は４階にいる創也のもとに
トラップをさけながら行くが・・・と言うのはここまで︒

書誌分類

原稿を書いてもらいました︒

の報告を乗せています︒また英語科の吉田先生にも

今年二回目の読書三昧です︒今回は︑灘甲戦の時

著者名

﹁編集後記﹂

皆で力を合わせて作ったのでぜひ読んでください︒

︵図書委員一同︶

