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灘甲 戦の報告

秋山

灘｢甲戦交流会を振り返って﹂
高校２ 年

今回の交流会
では﹃神の子どもたち
はみな踊る﹄という本
について話し合いまし
た︒
この本は﹁地震のあ
とで﹂と題して﹁新潮﹂
に掲載された５編の連
作短編に書き下ろしを
加えた短編集で︑大震
災のテレビニュースを
一日中見ていた妻が急

に失踪してしまった夫
や︑いままでの仕事を
やめてしまう人のこと
など︑阪神淡路大震災
を境に登場人物やその
人を取り巻く周囲の関
係が一変する様子が描
かれています︒
まず去年三月にあっ
た︑東日本大震災につ
いて各々の意見交換を
少ししました︒その後
﹃神の子
供たちは
みな踊る﹄
のなかで
それぞれ
印象に残っ
ている話
を紹介し
ました︒
中でも
﹁かえる
くん︑東
京を救う﹂
という話
の人気が
高く︑何

人もの人が印象に残っ
ている話として挙げて
いました︒また﹁ＵＦ
Ｏが釧路に降りる﹂〜
﹁かえるくん︑東京を
救う﹂〜﹁蜂蜜パイ﹂
と話を経るごとに地震
とは関係がなくなって
いて︑これは人々の意
識からだんだん震災の
ことが忘れられている
事を暗示しているので
は？という意見や︑阪
神淡路大震災の起こっ
た約２ヵ月後に地下鉄
サリンが起こったこと
から﹁蜂蜜パイ﹂に出
てくる﹁訳の分からな
い箱﹂が地下鉄を﹁お
じさん﹂がオウム真理
教の信者を表している
のではないか等様々な
意見が出ました︒
次の話題として﹁ど
うしてドキュメンタリー
を書けたはずなのにあ
えてフィクションにし
たのか？﹂という疑問
がでました︒
確かに村上春樹は︑
地下鉄サリン事件につ
いて書いた﹃アンダー
グラウンド﹄はドキュ
メンタリーで書いてい
るので﹃神の子どもた
ちはみな踊る﹄もドキュ
メンタリーにしなかっ

たのは何か理由がある
ように思われました︒
これについては﹁作
者自身地震が起こった
時には海外に居て実際
には体験しておらず︑
読者のほとんども体験
していないから﹂や
﹁ただ単に地震という
事実を持ってきただけ
で︑作者は本当は他の
事に繋げたかったので
は？﹂という意見が出
ました︒
ここまでは一つ一つ
の話についてや︑作者
がこの本を書いた動機
について意見を交換し
ていましたが︑その後
話題はタイトルについ
てのものになりました︒
まず︑﹁そもそも何
故この本のタイトルを
﹃神の子たちはみな踊
る﹄にしたのか？﹂と
いうことが話題に挙が
り﹁キリスト教やユダ
ヤ教では人のことを
﹃神の子﹄と呼ぶこと
から︑﹃神の子たち﹄
とは人間全てを指して
いるのでは﹂という意
見から更に︑﹁踊ると
いうのは人間が神の手
の上で踊らされている
のでは﹂という意見も
出ました︒
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・生物科 平田先生
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南で行なわれます︒次
はもう少し落ち着いて
いこうと思います︒
最後に︑もう何度も
書きましたが︑人数が
足りないです︒少数精
鋭といえば聞こえは良
いですが結局は物量に
勝る方が勝つというこ
とは︑ペルシア戦争で
のスパルタ・太平洋戦
争での日本などからも
知ることが出来ます︒
私達図書委員長︑及
び副委員長は暇な図書
委員 運
(動部でなければ
暇な筈 ︑)もしくはやる
気のある人の交流会へ
の参加を待っています︒
興味のある人は行なわ
れる三日前でもいいの
で司書の方々に言って
ください︒
今年も人数が増える
ことを願っています︒

・お知らせ

４〜６・本の紹介

さて︑それでは毎回
恒例 ？
( の)戦況報告を
したいと思います︒
今回の図書委員交流
会は甲南が三人＋αだっ
たのに対して︑灘は八
人︒更に後から灘へ一
人援軍が来て最終的に
は四対九という非常に
苦しい状況でした︒
自分はこれまで諸事
情がありほとんど交流
会に参加することが出
来ず︑実質これが初め
ての交流会でした︒そ
のため場の雰囲気に呑
まれてしまい中々積極
的に発言することが出
来ず︑結局副委員長に
終始頼りきる形となっ
てしまいました︒ 副(委
員長御免なさい 今)年の
交流会は本来︑灘で行
なう筈だったのですが︑
灘が改装中の為再び甲

もいるだろう︒宿題を
やり忘れたときなど︑
朝読がなければ⁝と︑
恨んだ事もあるだろう︒
しかし︑普段から読書
習慣がない人にとって︑
唯一の読書時間であり︑
朝読がなければ一生読
む事がなかったかも知
れない本を読むチャン
スとは考えられないか︒
朝読開始から十分後︑
八時二十分のチャイム
に︑いつもがっかりし
ながら本を閉じるので
ある︒

（甲南・小林聖心・啓明・滝 川・滝川第二・
六甲・三 田・灘・関西学院）

﹁朝読と私の読書﹂

は必ずロールカーテン
を上げて︑気候の良い
時期は窓も開けて朝読
を始めるようにしてい
る︒通常なら朝はとて
も忙しく︑バタバタと
過ぎてしまう時間帯で
ある︒朝日の中︑心を
落ち着かせて読書がで
きるのはなんと贅沢な
ことだろうか︒
様々なデバイスであ
ふれる昨今︑大人も子
どもも︑やりたい事︑
やらなければならない
事が増えて︑読書に割
く時間が減っているの
は確実である︒私の場
合︑落ち着いて読書が
できる時間は皆無といっ
ても良い︒暇な時間が
できたとしても︑音楽
を聴きながらパソコン
でインターネットなど
をしていると知らない
間に時間が経っている
事も多い︒中学生時代
も本を読む時間がある
ならゲームをしたいと
思っていたし︑実際そ
うしていた︒もし︑中
学生の頃︑朝読が実施
されていたら︑いろい
ろな本に出会えていた
かも知れない︒
生徒の中には︑朝読
を苦痛に感じている人
関西学院中学部
参加校数：９校

礼生 先生

が入る︒
朝の︑たったの十分
である︒こんな短い時
間でどれだけ読めると
いうのか︑と思われる
かも知れない︒本のジャ
ンルや内容にもよるの
でページ数では表しに
くいが︑集中すれば思っ
た以上に読み進められ
るものである︒
生徒と一緒に読書を
通して時間を共有する︒
普段の授業とは違い︑
教師も生徒と同じ位置
で同じことをしている
のが新鮮だった︒そう
いったシチュエーショ
ンは意外にも少ないの
である︒このような理
由から︑私は朝読の時
間をとても貴重な時間
だと感じている︒生徒
の立場からすれば︑教
師が朝読にやってくる
のは︑時間通り開始さ
せるためだとか︑他の
事をしている生徒を注
意するためだとか思う
だろう︒しかし本当は︑
一緒に本を読むために
来ているのである︒私
2011.10.8 （ 土）

理科 平田

春︑新年度になって
すぐの頃︑新中一年の
学年団で﹁朝読﹂の実
施が決まった︒﹁朝読﹂
とは︑朝の始業前にク
ラス全員で読書をする
ものである︒とりわけ
大反対する理由もなかっ
たが︑本当にうまく運
用できるだろうか︑と
いう心配はあった︒み
んなで静かに﹁本を読
む﹂状況が想像できな
かった︒遅刻しても進
級に関わる訳でもなく︑
明確な目標があるわけ
でもない︒何より私自
身︑経験したことがな
かった︒正直なところ︑
期待半分に不安半分と
いったところであった︒
実施に関して︑決めら
れていることは次の３
つだけである︒

①読書時間は朝八時十
分から二十分まで十分
間︒
②特別な行事などがな
い限り毎日行う︒
③クラスには教員一人

私学ＳＬＡ図書委員研修会に参加して
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去年の十月八日︑私たち図書委 員は関西

学 園中学部の図書館で兵庫の私立 学校の図
書 委員を対象にした研修会に参加 してきま

し た︒
メンバーは委員長と中学生二名 の計三名
で した︒

今回の研修会の目的は﹁理想の 図書委員
活 動を考えよう﹂というものでし た︒

研修会は︑まず最初にそれぞれ の学校の
図 書委員の主な活動を発表し︑そ の後関学

側 から﹁図書館の自由﹂について の説明を

う け︑それらをふまえて五人程度 の班に分
か れて﹁理想の図書委員活動﹂に ついて考

のをしながら作業でき
るような閲覧コーナー
が奥まで広がっていま
した︒ その中を途中
で曲がると僕達が今回
集まったコンピューター
ルームのような場所に
なります︒
研修会では各学校の
メンバーを七つの班に
分けて︑集められた違
う学校のメンバー同士
で﹁理想の図書館﹂に
ついて話し合い︑それ
をまとめて発表すると
いう事を行いました︒
最初に︑集まった班

以下は研修会に参加した中学生 たちの感

え 模造紙一枚にまとめて発表する ︒という
流 れで進んでいきました︒
想 です︒
中学三年
若林 日向
関学の図書館に入っ
て︑まず驚いたのはそ
の大きな面積です︒甲
南の図書館よりも広く
スペースがありました︒
そこは中学生用の場所
で︑他に高校生用の図
書館が別にあるのです
が︑それでも莫大な量
の本がそこら中にあり
ました︒造りとしては
入り口近くに大量のマ
ンガが置かれていて︑
真っすぐ進むと調べも

は閲覧コーナーに移動
してテーマについての
自分の考えや提案など
をそれぞれ言い合いま
した︒大体の班はこの
後に資料を使ったりし
ながら発表する内容を
まとめて作っていった
のですが︑僕のいた班
など意見をぶつけ合う
のに熱中し過ぎて︑残
り時間あとわずかとい
うところ作りはじめる
班も少なからずありま
した︒その後は︑最初
の部屋に戻って自分た
ちでまとめて作ったも
のを発表しあいました︒
僕たちの班は全然ま
とめられず︑ずっと喋っ
ているだけのようなこ
とになってしまったの
ですが︑自分とは違う
考えや見方を持つ人た
ちがいることがとても
面白くて︑いい経験が
できたと思います︒
全ての班の発表が終
わった後に︑後片付け
をしてそれぞれ学校ご
とに帰って今回の交流
会は終了となりました︒
様々な人たちと意見や
考えについて話し合え
て楽しかったので︑ま
た機会があれば参加し
たいと思います︒

なら司書さんに頼む︒
中学二年
実際に取り扱うのは先
原 将仁
生と司書さんのみ﹂と
なった︒
私達の班は︑一人一
もちろんこれらの結
人がいいと思うことを 果に至るまでにはたく
発表し︑その中から議 さんの案が出されたの
論して良いと思うもの ですが︑その中に今で
をまとめるという方針 も忘れることができな
でいきました ︒
いものがあります︒そ
結論からいいますと︑ れは︑﹁何冊の本をど
﹁十冊の本を二週間借 のくらいの間借りられ
りられる︒﹂︑﹁一か るようにするべきか﹂
月に一回リクエストと という議題のときにあ
いう形で集め︑その後 る人が言った﹁一冊を
図書委員で議論し︑通っ 一週間借りられるよう
た本を入れる︒﹂︑
にすべき﹂という意見
﹁基本は取り扱わない︒ です︒その人によると︑
しかし︑必要だと思う その方針はすでにその
人の学校で
実施されて
いて一冊の
本をしっか
りと熟読さ
せるためと
いうことだ
そうです︒
また︑その
方針に対し
変わっては
いるが以上
の理由より
誇りをもっ
ているとも
言っていま
した︒
私は︑と

いうより私の班全体が
感心させられました︒
確かに普通の人なら中々
考えられないことです
が︑根拠がしっかりと
していて︑またその根
拠に誇りを持てるのは
今までの案とは違いど
こか光っているように
すら感じられました︒
私の中でうらやまし
いと思った反面︑負け
られないという対抗心
を持たされた少し苦い
思い出です︒
そして何より私たち
がこの会に参加して驚
いたのは︑皆熱心に論
題に取り組んでいたこ
とです︒一見どうでも
いいような事で話し合っ
ているようにも見えま
す︒しかし︑﹁図書館
に来てよかった﹂︑
﹁また来てもいいな﹂
という先生・生徒の気
持ちを忘れなかったの
で︑このように熱心に
取り組めたのだと思い
ます︒
私はこの交流会で図
書委員本来の目的を確
認することができ︑自
分は図書委員の一人で
あるという自覚をいつ
も以上に持てたと思っ
ています︒

2011年11月3日（日）

この交流会の意味は
とても大きく︑私自身
の成長にもつながった
と思います︒
また来年もあるのな
ら進んで参加したいと
思っています︒
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をしてもらいました︒
もちろん他の先輩の助
けや協力によった成功
したのでそのことを忘
れずにいます︒
僕が主にした作業は
紙飛行機の飛ばす種類
の決定のほかに多くの
仕事をしていました︒
中でも大変だった作業
は受付でした︒なぜか
というと︑臨機応変に
対応しないといけない
からです︒僕はこの仕
事を任せられていい経
験になりました︒この
作業を活
かして︑
様々なこ
とに挑戦
していき
たいです︒
来年こ
のコンテ
ストをす
るのなら
ば︑また
参加して
反省点を
改善した
いです︒

中学一年 筒井豪久

紙飛行機コンテスト
紙飛行機コンテスト
では様々な成功点と反
省点があります︒
成功点は準備がある
程度できていこと︑紙
飛行機を飛ばすまでは
スムーズにできたこと︑
接客を上手にできたこ
と︑他の人と協力でき
たことなどです︒
反省点は紙飛行機を
飛ばす時のルール説明
が不十分だったこと︑
練習不足で時間がたり
なかったことなどです︒
この成功点と反省点
をみて︑今年度初めて
行なったわりにはとて
も上手にできたと思い
ます︒
なんだかんだ言って
成功したこのコンテス
トは地道で時間がかか
りました︒この地道作
業を経てこのコンテス
トができ︑その作業を
一緒にした友達がいま
した︒そのともだちに
は僕の方から話を持ち
かけ一緒にやってみな
いかと誘い了解を得て
このコンテストの主務

東日本大震災の
被災地へ本を贈ろう！
の﹁いわてを走る移動
図書館プロジェクト﹂
︵公益社団法人シャン
ティ国際ボランティア
会︶に提供し︑少しで
も多くの被災者の方に
読んでいただこうと思っ
ています︒
この企画を行って私
は集まった本の冊数に
圧倒されると同時にこ
れだけの人が大震災に
関心を持ってくれてい
るのかと︑とてもうれ
しく思いました︒
早く被災地が復興し
て︑そこの学校の子供
たちが送った本を読ん
で笑顔で過ごせる日々
がくるよう期待してい
ます︒

ございました

東北関東大震災で なりました︒
は人の命だけではなく
まずこれをするにあ
数多くの本も失われて たって私たちは皆様か
しまいました
ら本の寄付を募り︑そ
この様子を見て私た して集まった本をどこ
ち図書委員は︑図書館 に送るかを選別し︑そ
で何かできないかと考 のリストを作り︑リス
えた結果︑今年度の文 トごとに箱に本を詰め
化祭で行われる予定だっ るという作業を行いま
た古本市の代わりに︑ した︒また文化祭に展
皆様から寄付していた 示するための模造紙も
だいた本を選別して︑ この作業と並行して行
被災地の小中高や仮設 いました︒
住宅に提供し︑それ以
集まった本は︑現在
外の本は売却しその売 のところ︑受け入れ先
却額を寄付することに を検討中で︑一般向け
の本は︑
﹁ブッ
クオフ
オンラ
イン﹂

回収した冊数
・一般
：１１４９冊
・小：５７５冊
・中：２３５冊
・高：１９５冊
計：１８１１冊

ご協力ありがとう
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図書委員有志で本を選んできました！

高 校生4名の図書委員が、ジュ ンク堂三
宮 センター店にて、計37冊の 本を選ん
1 2月16日(金)の午前 中に中学生8名、

で きました。自分たちが選んだ本 を少

し ですが、紹介します。ぜひ手に とっ
て 読んでみてください。

伊藤 嘉哉

﹃愛娘にさよならを﹄

中学三年

本 書は ︑ド ラマ や 映画 で話 題 とな っ
た ﹁ アン フェ ア﹂ シ リー ズの 原 作﹁ 刑

事 雪 平夏 見﹂ シリ ー ズの 最新 作 とな っ
てい ます︒

前 作を 読ん だこ と のあ る人 な ら分 か

る と 思い ます が︑ 犯 人に つい て 考え さ
せ ら れる 点が たく さ んあ り︑ 犯 人が 分

か っ た後 も飽 きる こ とな く読 み 続け る
こ と がで きる 推理 小 説で す︒ た だ︑ 前

作 や 前々 作に 比べ る と犯 人が す ぐに 分

か っ てし まい ます の で純 粋に 推 理を 楽
し み たい ので あれ ば 本作 より も 前作 を

秦 建日子
出版社

著者名

読 む こと をお すす め いた しま す ︒ま た︑
い き なり 本作 を読 ん でし まう と 前作 の

ネタ バレになって

しま うので止めて
おい た方がよいと

思います︒そして︑

最後になりますが︑
グロ テスクな描写

が 多い ため 心臓 が
弱 い方 は読 まな い

方 がよ ろし いか も

しれ ません ︒

Ｙ

はた

４

河出書房新社
分類

平成24年2月15日

報
館
書
図
甲 南
第84号
( 5 )

﹁４ページミステリー﹂
高校二年

硲

一稀

﹃吟遊詩人ビードルの物語﹄

中学一年

中村

諒

この本はイギリス魔法 界に古くから伝わる寓話・童話 で︑魔法界で生まれた

子供なら誰でも知ってい る物語です︒ハリーは知らなか ったようですが︑ロン
やダンブルドアはよく聞 かされていたようです︒

ています︒道徳的にもい い話で︑心が温まります︒

僕が紹介する本は蒼 井上鷹が書いた﹁４ページミス テリー﹂です︒
４ページのミステリー ︑というと﹁そんな少ないペー ジ数でミステ

そして︑５作のそれぞ れにアルバス・ダンブルドア
の面白い解説が付いてい ます︒

ＪＫローリング
静山社

リーなんて？﹂と思う人もいるかもしれません︒しかしたった４ペー
ジ︑それだけでお手軽 ミステリーが出来上がっている んです︒
この本はいうなれば ミステリーのショート・ショー ト集ですが︑

著者名
出版社

Ｙ

物語の中では︑富を求 めようとしたり力を自分だけ
の物にしようとする人間 が最後にどうなるかが書かれ

決定的な違いは４ペー ジという数です︒何故４ページ なのか︒
ミステリーを読むとき 大抵の人は﹁どう殺されたか﹂ ﹁どのような

ハリー・ポッターを全 て読んだ︑もしくは映画
を見た人はもちろん︑読 んだ事が無い人や今から

分類

〜お知らせ〜

図書館の公式？キャラクターが決ま
りました︒ですが︑まだ名前が決まっ
ていないので募集します︒製作者のコ
ンセプトは﹃本×猫﹄です︒応募方法
は︑図書館にある応募用紙に考えた名
前を記入して司書さんに渡してくださ
い︒
是非良い名前をつけて可愛がってあ
げて下さい︒たくさんの応募をお待ち
しています︒

ロリ

読もうと思っている人ま で︑機会があったらぜひ

蒼井上

読んでほしいです︒

トリックが使われたの か﹂を考え推理し読み進めるは ずです 人間
(
関係や動 機に着目 して読む人 も少なか らずいるか もしれま せんが ︒
)
そのためミステリーに とって横を見ればトリック・殺 害方法がすぐ

そこで﹁４ページ﹂というのが大切になってきます︒初めの２ペー

にわかってしまうショ ート・ショートとの相性は最悪 だと言えるか
もしれません︒
ジに殺された状況などの問題部分︑後の２ページに謎解き部分を持っ
てくることによって３ ︐４ページ目を開くまでトリッ クが分からな

著者名

双葉社
ｙ あお

鷹
出版社
分類

いようになります︒そ のためゆっくりと考えることが 出来︑ミステ
リーを楽しむことがで きます︒また︑このようなタイ プの本は話が
なかったり ただ問題が書いてあり︑そ
(
の後に答えがある す
) るものが多いので
すが︑この本の話は人 物名やその関係
まで作りこんであり︑ 普通の短いミス
テリーとして読むこと が出来ます︒
﹁ミステリーはよん でみたいけれ
ど長いのはちょっと・ ・・﹂という
人や︑短い時間で謎解 きしたい！・
ミステリーを読みたい ！﹂という人
はこの本を読んでみてはいかが でしょ
うか︒
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﹃
調味料を使うのがおもしろくなる本﹄
高校 二年 和田 聖矢

﹃ＪＲ脱線事故からの生還

著者名
出版社

平田

９１６

内藤友 子
本の泉社

奨

ナジ

分類

︱キャリア・カウンセラーが綴った再生の記録﹄

中学二年
皆さんは二〇〇五年四月二十五

私が今回紹介するのは﹁調味 料を使うのがおもしろ
くなる本﹂です︒小腹が空いて いたのでたまたま手に

日に起こったＪＲ福知山線脱線 事故
を覚えていますか︒二〇〇五年 四月

た︒
この本は被害者の内藤友子さ んが

６２名と未曾有の大惨事となり まし

口駅 尼-崎駅間の曲線 塚(口 駅南約１
㎞︑尼崎駅の手前１・４㎞地点 で)︑
電車が脱線し発生したこの事故 は運
転手含め︑死者１０７名︑負傷 者５

二十五日の午前九時十九分ごろ ︑塚

とってしまった本なのですが︑ これが結構面白い︒何
が面白いかというと︑調味料の 特徴の表現法です︒
例えば︑おろしニンニクの部 分では︑﹁どんなクセ
の強いものにも立ち向かって︑ しかもねじ伏せること
ができる 味"の闘 将 と"いったと ころでしょうか﹂と表
現しています︒
いや〜︑めちゃくちゃカッコ イイですね︑ニンニク
さん︒マジ︑パネェっす︒ちな みにこの後ニンニクの
匂いの消し方も載ってます︒気 になる人は続きはＷＥ
Ｂで⁝⁝じゃなくて本でちゃん と読んでくださいね︒

書かれた本で︑内容を一部紹介 する
と

﹁その日の朝︑わたしは︑大阪 府庁に行くためにＪＲ伊丹駅か

この本は全七十三の調味料が ﹁いつも使っている調
味料篇﹂﹁どう使ったらいいの かちょっと悩む調味料

おり︑それぞれ豆 知識やど
んな料理と合うか 等が載っ
てい てとて も為に なりま す︒
皆さんも︑ぜひ この機会
にこれを読んで最 近流行り
の料理男子を目指 してみて
はいかがでしょう か︒

両(方とも第一章﹁暗転﹂そ の時より )
といった事故の経緯やその後 のＰＴＳＤ 心(的外傷後ストレ ス

立ててブレーキがかかる︒それ がかからない︒そればかりか︑
かえってスピードが上がってい るような気さえする︒﹂

﹁通常だと塚口駅の構内を過ぎ たあたりで鈍い軋むような音を

はその五分の違いが大きかった ︒だが皮肉にも︑それが︑私の
運命を大きく変えることになっ た︒﹂

ら大阪行きの快速列車に乗った ︒ 中(略 こ)のときだって時 間に
してみればわずかわずか五分の 違いだったけれど︑私にとって

青木

ク篇﹂の４種類に 分かれて

篇﹂﹁和食 さ
( しすせそ 調
)
味料篇﹂﹁ハーブ＆エスニッ

著者名

扶桑社
５９６ Ａ

敦子

出版社
分類

障害 治)療︑仕事復帰などが 綴られています︒
読んだ人がどのような感想を 抱くかはわかりませんが︑一度
読むことをおすすめします︒

〜編集後記〜

さて今年度の読書三
昧いかがだったでしょ
うか︒
今年は震災や文化祭︑
研修会に交流会など近
年稀に見る程記事が多
く集まったので読み応
えのある号になったと
思います︒
最後に︑私事ではあ
りますが遂に図書館に
﹁Ｆａｔｅ／Ｚｅｒｏ﹂
が入りました！
やったね俺︵ＡＫＰ︶

今年は同輩︑後輩た
ちが沢山文を書いてく
れたため︑例年にない
ボリュームになりまし
た︒
来年は交流会など色々
なイベントに積極的に
参加していきたいと思っ
ています︒
来年も書くんだろう
なぁ・・・︵は⑨︶

今年初めて編集に参
加させていただきまし
たが︑意外と大変な作
業で驚きました︒
来年はもっと大勢で
楽しくやれたらいいで
す！︵は ①︶

