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さわって学ぶ本の世界
文化祭の報告

～

今年度の文化祭では、初版復刻本を含む古書二六作品
とその解説を展示し、和綴じ本の製作体験を行うコーナー
を設けました。また来場された方へ折り紙で作ったブッ
クマークを配布しました。
一日目の来場者数は五〇名、二日目の来場者数は九六
名でした。事前に図書委員で手分けして、図書館の書庫
で眠っている本を紹介した説明文を作成しました。また
和綴じ本作り体験コーナーを設け、二種類の和綴じ本を
作るようにしましたが、このコーナーの準備として、図

たことを覚えています。し
かし自分が作れることと人
に教えることは同義ではあ
りません。一日目に真っ先
に来てくれた友人たちに対
しては、完成してもらうこ
とだけで精一杯の説明しか
できず、完成品は少々歪
（いびつ）なものになって
しまいました。しかし友人
たちの協力もあり失敗はそ
れきりで、それ以降は無事
作っていただくことができ
ました。

高三 岩田 和也

でなんでもやらないようア
ドバイスをいただき、少し
ずつ委員とも意見を交え相
談するようになりました。
このことは、今の私の生活
や交友関係にも大きな変化
を与えてくれました。文化

▼文化祭で展示した作品

書委員同士で和綴じ本の作り方講習を行い、作り方を覚
えました。担当したメンバーは、誰も和装本を作った経
験がありませんでしたが、来場していただいた方々に無
事に作っていただくことができました。完成した和綴じ
本には図書委員会特製の消しゴムはんこを押してお渡し
しました。

高二 水野 禎基

今回の展示における計画
や準備、シフトの作成など
を通して今まで経験したこ
とのない多くの事を学ぶこ
とが出来ました。
最初はひとりで計画を作
り実行しようとしたところ、
トラブルを起こしてしまい
ました。先生方に自分一人

▼和綴じ本制作体験コーナー
僕は、展示を行った初版
復刻本の解説文の作成と和
装本製作の説明を担当しま
した。意外にも和装本の作
り方を覚えるのに一苦労し
ました。初めて作ったとき
はうまくいきませんでした
が、何とか当日までには作
れるようになり、ほっとし

これらの準備の様子や当日の運営について、図書委員
からご報告します。

▼ 初版復刻本の展示と解説
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祭本番では大きなトラブル
もなく、多くのお客様に満
足して頂き、委員長として
責任を果たすことができ、
満足のいく結果を得られま
した。

灘甲戦読書会

六月十二日。灘と甲南で毎年行われている親睦試合、
灘甲戦。今年度の灘甲戦は、灘校で行われました。当
日の朝、空は厚い雲に覆われていましたが、幸いにも

無事に開催されました。
両校の運動部が熱戦を繰り広げている間に、毎年、甲南図書委員と灘図書委員の

『すばらしい新世界』

著者：オルダス・ハクスリー
出版社：光文社

西暦二五四〇年。人間の工場生産と条件付け教育、フリーセックスの奨励、快楽

（ｙ／ハク）

小説（※注）の例として挙げられることも多い作品で、読書会での議論は非常に盛

薬の配給によって、人類は不満と無縁の安定社会を築いていた。だが、時代の異端
児たちと未開社会から来たジョンは、世界に疑問を抱き始め…。

交流を行っています。今年は読書会を行いました。今回の課題本は、イギリスの作
家オルダス・ハクスリーによる『すばらしい新世界』です。本書は、ディストピア
り上がりました。読書会の参加者は、甲南から四名、灘から八名、両校合わせて十
二名です。六名ずつの二グループに分かれて、それぞれのグループで話し合いまし

起こり、映画『ターミネー
ター』のような荒廃した世
界でした。それ以外にも国
と国が争い核に手を出すか、
人間の自らの自然に対する
高慢な態度の代償として地
球の環境が悪化しいずれに
しても人類が死に絶えるな
ど、どちらかというと悲観
的な未来を想像していまし
た。しかしこの本の語る未

来はどうでしょうか。たと
え人々がいがみ合わず、人
口が安定し差別意識もなく
食料も物資も足りる社会で
あっても、やはりこの本の
語る未来には何か重大な欠
陥があると思います。灘の
方々ともこれを焦点に随分
と話し合いましたが、結局
欠陥をこれだと明言できま
せんでした。この本では、

ていき、話題をメモしてい
高二 水野 禎基 くためのホワイトボードが
何度も埋まりました。同じ
読書会への参加は今回が 話題を共有し語り合った時
初めてだった為、参加する 間は私はとても有意義なも
まではとても緊張していま のでした。
した。しかし実際に参加し
てみると考えていたような
ものと違い、あっという間
に二時間が過ぎていました。
同じ本を読んだとしても何
をどのように感じとるのか
は異なります。その感じ取っ
たものの「違い」について
話し合いました。もちろん
違いだけでなく共感するこ
とも沢山ありました。「理
解できない」ではなく「同
じように感じました、でも
ここはこう感じた。」「そ
んな捉え方もあるんだな。
僕はこうだと思いました。」
といったような形で進行し
たので、話が自然に広がっ

驚くべき洞察力で描かれた、ディストピア小説の決定版！（本書背表紙から引用）
た。二つのグループでの話し合いは、キーワードや意見などを書記がホワイトボー
ドにメモすることで共有しました。
親子関係がある私たちと同
読書会は一〇時から三時間行いました。三時間という時間をかけても、両校とも
じ環境で育った青年が、そ
話したいことがたくさんありすぎて、時間が足りず不完全燃焼となったのが残念で
れを母親への愛情や苦労を
す。来年以降はもう少し議論を絞る必要があると感じました。
知らない世界に対する絶望
などで体現していましたが、
（
＊注）
ディストピアとは
この欠陥の正体は愛、友情、
アンチ・
ユートピアとも呼ばれています。
多くはユートピア（理想郷）
の対となる世界観で描かれた作
感情、苦悩など読む人によっ
品です。
しかし十六世紀以来ヨーロッパで書き継がれてきたユートピア文学に登場する様々な「
理想 て変わります。私は読書会
郷」
の多くは、
全体主義的、
管理社会的でした。
このため、
現代の価値観でとらえればディストピアそ を終えても。まだ答えを出
のものである作中の社会や制度もユートピアとして描かれていることがあります。
そのせいか一見理にか せていないのでこれからじっ
なっ
ている世界に見えてもどこか違和感を覚える事も多いです。今回の『すばらしい新世界』
におけ くり考えてみようと思いま
す。この本から得られた新
る社会などの法や体制は、
人間の理性の限界に対する風刺とも言われています。
たな世界観と、灘の皆さん
と意見を交えたことは物事
の考え方に対して大きなプ
高三 岩田 和也
ラスとなりました。今後も
このような他校との交流会
などがあれば参加して、新
たな発見や考え方を得るこ
とが出来ればと思います。
本当に良い経験になりまし
た。

今回の読書会のお題『す
ばらしい新世界』は私の今
までの人生観や、自分の未
来についての想像に対して
大きな衝撃を与えるもので
した。未来についてのイメー
ジはＩＴやロボット工学の
発展によって大きな戦争が

▲今回参加した両校図書委員の集合写真
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店頭選書

図書委員の選んだ本の紹介

十二月二〇日にジュンク
堂三宮店センター街店で店
頭選書を行い、約五十冊の
本を購入しました。
この時選んだ本も、図書
館に展示しているので借り
ることができます。
選んだ本の一部を紹介し
ています。気になった本が
ありましたら、ぜひ図書館
まで借りに来てください。

『日本会議』

高三 朴 泰煌

新年を迎え、世界の指導者たちが次々と政権を交代する中、第

出版社：集英社

著者：山崎雅弘

『航空戦艦「伊勢」「日向」』

高二 三木康太郎

時は約七〇年前、第二次世界大戦下の日本帝国海軍は世界初にして唯一の

おすすめです。授業では扱わない情報ですが、こ
のようなものと関連付けて学習していくと、覚え

ミリタリー好きにはもちろん歴史を学ぶ方にも

著者：東直子、佐藤弓生

（５５６．９１／オコ）

出版社：潮書房光人社

三次安倍内閣は発足から三年目を迎えた。与党の議席数は過半数 「航空戦艦」を戦場へと送り出した。本書ではこの艦の開発経緯だけでなく、
を超え、国民からの支持率はまずまずといったところ。憲法改正 空母や航空巡洋艦にも言及し紹介する。
著者：大内建二
も容易な状況になり、安倍政権の暴走が
止まる気配は見られない。
安倍総理が憲法改正に拘る理由はなん

やすいかもしれません。

本校の図書館には往時の日本帝国海軍の軍艦を
収めた写真集がありますが、一艦種に絞った本が

（３６１．６／Ｙ）

の背後に蠢く「日本会議」の実態
と歴史を深く読み解かなければな

無かったので入れていただきました。この写真集
も併せて読むのはおすすめです。

なのか。それを知るためには、安倍総理

らない。
本書は「日本会議」の核心に迫
るための必読書である。

高一 中川 多聞

ので、専門用語に頭を抱えずに読み進めることができます。

石川美南
出版社：

購入した本は、すべて学年文庫に入っています

店頭選書では「怪談短歌入門」や、浮世絵における悪役や悪女などを取り上げた「江戸の悪」を選びました。
図書委員の人達はそれぞれ趣味や好みが違うので、様々な種類の本が選ばれ、非常に面白い店頭選書になりま
した。図書委員で興味のある方は、参加して損は無いと思います。

『怪談短歌入門』

怪談と短歌という言葉を聞くと、なんとなく「幽霊や怪物がでてくるはなしを五
七五七七で表現したもの」を想像しそうになります。勿論そういった短歌もありま

メディアファクトリー
（９１１．１／Ａ）

インターネット上で募集された第一回と第二回ツイッター怪談短歌コンテスト応募作の入選作や、それに対す
る批評などが載っている本です。批評と言っても著者三人による対話形式のものな

す。例をあげると『クロールのフォームを直してくれし手はまた水底へ消えて行き
たり』などは収録されています。しかし、ホラーはもっと広いんだ、限られた字数
でも語りや小説に劣らないものを生み出せるんだ。ということを、僕はこの本で感
じました。例えば、『僕の名のすぐあとに君の名があったんだ黄ばんだ貸出カード
すべてに』この歌には怪物も幽霊も出てきません。しかし、「僕」が感じた「君」
の異常な想いがゾッとする程サイコな魅力となってこの短歌に表れています。怖い
挿絵などは無いので、怖がりな方も読んでみてはいかがでしょうか。

2015古本市の売り上げの活用状況について
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それほど多くの読書もし
ていない私が、読書三昧の
原稿を依頼され、さて何を
書くべきか悶々と思い悩ん
でいるとき、ふと蘇った小
学生時代のややブラックな
記憶がある。
たしか小学３年生か４年
生だった。週に一回、「図
書」の時間が時間割に組み
込まれていた。みんなで図
書室へ行って、読みたい本
を選んで借りるような授業。
着任したての若い担任は、
できるだけたくさんの本を
子どもたちに読んでもらい
たくて、様々に知恵を絞っ
たことだろう。
ある日、教室に模造紙が
張り出されていた。左の端
には縦に児童氏名が書かれ
ており、右に向かって数字
の目盛りが入っている。こ
れは、どれだけたくさん本
を読んだかを競わせるため
のもので、読書量を記録し
ていくことで横向きの棒グ
ラフを描き、誰が一番「頑
張って」読書をしているか
が一目にわかるものであっ
た。横軸の単位は冊数では

なくページ数であった。
平田少年は、なぜかその
キャンペーンで好成績を取
りたいと思ったようである。
ご褒美が与えられたり、表
彰されたりするものではな
い。特に勝負事で勝ちたが
るタイプでもない。読書が
誰よりも好きで絶対に負け
たくなかった、訳でもない。
子どもたちの反応がイマイ
チだったので、先生を喜ば
せたかった、といえば聞こ
えがいい。当時の心理はよ
くわからない。
しかしながら困ったこと
に、平田君はあまり読書を
する習慣がなかったし、好
きでもなかった。そこでとっ
た手段は、できるだけ厚い
本、つまりページの多い本
を選ぶことであった。まず
手をつけたものは入り口付
近に並べられていた「伝記
シリーズ」だった。そこそ
こ厚いし賢そうである。で
きるだけ太い偉人を選んだ。
エジソン、キュリー夫人、
野口英世などを選んだ記憶
はある。内容はほとんど読
まなかったし、興味もなかっ

生物科 平田 礼生 先生

読書のきっかけ
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た。小林一茶に至っては一
文字も読んでいない気がす
る。
こうしてページの多い本
を選んでは、ろくに内容を
読みもせずに虚偽の申告を
していたのである。こうし
て、クラストップに上りつ
めたのであるが、周囲の記
録を見るとクラスメイトは
正直に記録しているようだっ
た。そこで、後ろめたさも
あってなのか、一度はちゃ
んと借りた本を読もうと決
心したのであった。
そこで目をつけたのが、
江戸川乱歩の少年探偵のシ
リーズであった。理由はた
だ一つ。厚かったから。動
機は不純であるが、読んで
みるとこれがなかなかに面
白かった。怪人二十面相、
明智小五郎、少年探偵団な
どが登場し、今でいう名探
偵コナンのような感じだろ
うか。これがきっかけで少
年探偵シリーズを次々と読
み漁り…とはいかなかった
が、数冊はきちんと読み、
堂々とページ数を記入した。

怪人二十面相

旧図書委員より

新図書委員より

著者：江戸川乱歩
委(員長 高三 岩田 和也 ) 新(委員長 高二 水野禎基 )
出版：ポプラ社
この一年間私は図書委員
次期委員長を務めさせて
（ｙ／えど／１）
長として、甲南中高の皆さ いただきます水野です。先
んに「本を読む面白さ」を 輩方に引っ張っていただい
江戸川乱歩にもちょっと興 お伝えできるよう尽力して ていた自分が後輩を引っ張っ
味を持った。
きました。私がこの仕事を ていかなければならない立
面白いことに、不正を働 続けることができたのは、 場になりました。僕の目に
きながらも、最終的には本 ひとえに皆さんのご声援が 格好良く映っていた先輩方
を読んでいる自分がいた。 あったことに限ります。本 のようにあるよう努めてい
周囲を欺いているつもりが、 当にありがとうございまし きたいと思います。
まんまと嵌められていた訳 た。
新(副委員長
である。もしかすると担任
高二 中川多聞 )
は、不正に気づいていたの 副(委員長 高三 吉岡篤司 ) 図書委員の副委員長にな
かもしれない。それでも目
私は高校三年間で図書委 りました。中川です。与え
くじらをたてることなく辛 員の活動に力を入れてきま られた仕事をちゃんとこな
抱強く見守っていただいた、 した。未熟な一面があると せるように頑張ります。よ
と思っている。そんな経験 指摘を受けることは多々あ ろしくおねがいします。
があるからか、朝読の時間 りましたが、ここまでやっ 新マネージャー
(
でも私はあまり生徒に口出 てこれたのは皆様の暖かい
高一 三木康太郎 )
しをすることはない。読み ご声援のおかげです。本当
次年度からマネージャー
たい本がなく、ただ十分が にありがとうございます。 をやらせていただくことに
過ぎるのを待っているだけ これからも甲南中高に「読 なりました。「本の紛失を
の人もいる。全てはきっか 書への関心」が拡がってい 無くす」ことを目標としま
け。何がきっかけになるか くことを期待しています。 す。本が棚から欠けている
はわからない。それを、ゆっ
のを見ると、本好きとして
くり待ってあげる心の余裕 マネージャー
とても悲しく、怒りを覚え
(
も時には必要なのだろうと
高二 水野 禎基 )ます。シリーズが途中で欠
思う。私は今でも本を選ぶ
マネージャーとして一年 けていて諦める人を増やさ
ときはミステリーを選ぶ率 間頑張ることができたのは、 ないよう努力していきたい
が高い。
ひとえに多くの方々のご協 と考えております。また、
力があったおかげです。
放送部でマネージャーをや
らせていただいたので、そ
の経験を活かせたらと思い
ます。

