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灘甲戦読書会

に君臨した首都をめぐる︑
キリスト教世界とイスラ
ム世界との激しい覇権闘
争を︑豊富な資料を駆使
して描き︑甘美でスリリ
ングなストーリーでつづ
二〇一九年六月一六日︵日︶︑甲南高校にて毎
ら
れている︒
年恒例の灘甲戦読書会が開かれた︒灘甲戦読書会
歴史の授業では︑通常
とは︑両校で相談し決めた一冊の本を事前に読み︑ 歴史を客観的に分析した
本についての感想を言い合ったり︑登場人物の性 教科書を使って生徒は学
格を考察したり︑歴史的背景から本質的内容を話 ぶ︒しかしこの本が教科
し合ったりする︒今年は︑灘校生７名︑甲南生３ 書と違い歴史書であるこ
とに大きなポイントがあ
名が参加した︒今年の課題本は︑﹃コンスタンティ
る︒それは︑メフメト二
ノープルの陥落﹄だった︒
世やコンスタンティヌス
私は︑今年で三回目の しんで読むことが出来た︒ 十一世の視点からではな
参加だが︑ノンフィクショ ﹃コンスタンティノー く︑一介の商人や兵隊達
ンの本が課題となるのは プルの陥落﹄は題名にも の視点からも描いている
初めてである︒私は︑歴 あるように︑東ローマ帝 ことである︒第三者の視
史の用語や年代を覚える 国の首都として一千年余 点で描かれているのでは
のは苦手だが︑歴史を知 も栄えたコンスタンティ なく︑当事者の視点から
ることは好きなので︑楽 ノープルを中心として話 描かれているので︑読者
が進んでいく︒ は立場の違う人々の気持
コンスタンティ ちを感じることが出来る︒
ノープルは︑独 これは読書会でも上がっ
自の文化を誇っ た話題で︑様々な視点で
ていたが次第に 描かれていることで人物
衰え︑十五世紀 の心情について話し合う
後半にはオスマ ことができた︒しかも︑
ン・トルコ皇帝 この本は︑ローマカトリッ
マホメッド二世 ク教会とギリシア正教会
の攻撃の前に︑ との関係︑キリスト教と
ついに最期を迎 イスラム教の関係など宗
えようとしてい 教の内容が入っている︒
た︒この本は︑ 日本では過去の歴史を見
そんな時代に起 返したとき︑キリスト教
こった︑地中海 を日本から排除しようと

した歴史はあるものの︑
キリスト教と仏教が対立
し︑完全に異なる宗教と
して争った歴史はない︒
どんな宗教でも受け入れ
るという文化を持つ日本
人の私たちにとって︑こ
の本に出てくる︑宗教を
巡った争いに関わった人々
の心情を理解することは︑
大変難しかった︒
＊
＊
＊
今年の読書会では歴史
がテーマとなっているた
め︑この本の時代につい
て詳しい社会科の山岡晃
先生にも読書会に参加し
ていただいた︒先生は
﹁この本は様々な視点か
ら描かれているからこそ
教科書とは違った歴史の
面白さが生まれるが︑宗
教などの問題はしっかり
と勉強した上で話さない
と難しい﹂と話されたが︑
本当にその通りである︒
読書会の中で︑挿絵が
なかったり︑本自体が分
厚かったりするため︑な
かなか手に取りづらいと
いうことが感想としてあ
がっていた︒しかし読み
終わると普通の小説のよ
うに︑登場人物の心情を
感じることができるとい
うことも話題になった︒
また﹁自分が読んだとき

はそこまでは感じられな
かったが︑他の生徒が感
じたそういう視点も理解
出来る﹂といった言葉も
多く聞かれた︒深読みす
れば面白い本となるが︑
深読みしなくても楽しむ
ことが出来るため︑読む
ことをおすすめする︒

︵尾久 雅也︶

塩野七生 著

︵ｙ／しお︶

でタイトルを考え
みんなが考えたアイデア
て本を作成すると
いうゲームであっ
た︒
私はそもそも横
暴編集長で遊んだ
ことがないのであ
まり想像ができな
いままゲームがス
タートした︒とり
あえずグループで
自己紹介をした後︑タイ
トル用の本を探しに行っ
た︒最初は殺人サスペン
スものを作ろうというこ
とで本を選んだ︒しかし
灘校の蔵書の種類や探し
た場所︑グループのメン
バーの趣味など様々な偶
然が重なった結果︑何故
かラブコメディ系のライ
トノベルが完成した︒正
直こうなるとは思ってな
かったしもちろん狙った
わけではない︒けれど
もこのゲームに熱中し︑
全力で取り組んでいる
自分がそこにいた︒参
加前の自分からしたら
目を疑う変化だったが
それだけ夢中になった
と言えよう︒知らない
人と意見を交換しなが
ら一つの作品を作り上
げる楽しさ︒最終的な
評論会では好成績では
なかったものの︑私は
←

六月二九日︵土︶︑私は図書委員の一人である
伊藤君を連れて兵庫県私立学校図書館協議会の図
書委員交流会に参加した︒図書委員交流会とは県
下各校の図書委員会が集まり交流するイベントで
ある︒
今年は︑私達甲南生には灘甲戦でお馴染みの灘 晴らしがいいという点だっ
た︒図書館といえば形は
校で行われた︒
四角くあたり一面本だら
︵左は︑参加者全員の集合写真である︒︶
けというイメージだ︒し
かし︑灘校の図書館は︑
蔵書が多い割に︑本棚が
低く︑本を読んだり自習
をするための椅子や机を
中心として︑丸く広くス
ペースを取っているよう
で︑新鮮で面白く感じた︒
その後︑さまざまな学
校の生徒で三︑四人のグ
ループが作られた︒そし
て︑今回の交流会で行う
イベントである﹁リアル
横暴編集長﹂の説明が始
まった︒横暴編集長とは
本のタイトルになりそう
な文字の札を組み合わせ
て架空の本を作り︑その
あらすじを面白そうに説
明するというボードゲー
ムだ︒﹁リアル横暴編集
長﹂は︑それのリアル版︑
つまり実在の図書館の本

図書委員交流会
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私は︑図書委員交流会 か最初はわからなかった︒
には初参加のため︑どの しかし︑流石は灘高校︒
ようなイベントをするの ﹁どうせいろんな人が集
まるならもっとここ
でしかできない特別
なことをしよう！﹂
と新しいことを考え
たようだ︒正直私と
しては︑テスト前だっ
たこともあり﹁早く
終わるならなんでも
いい﹂などと考えて
いたが︑そんな私が
あんなに楽しめると
は私も伊藤君も想像
すらしていなかった︒
＊ ＊ ＊
灘校の図書館に到
着して︑最初に図書
館の案内をしてもらっ
た︒まず︑思ったこ
とは図書館なのに見
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きっとこの瞬間を忘れな
いだろうと︑思えるひと
時となった︒
昼過ぎから始まったこ
の交流会も気がついたら
だいぶ時間が過ぎていた︒
高校三年生になり忙しい
日々を過ごす私にとって︑
楽しい時間がすぐに過ぎ
てしまうという感覚は︑
久しぶりに感じた︒それ
ほどに濃く︑楽しく︑そ
して有意義な時間を過ご
すことができたのだ︒
甲南には大きな図書館
があるが︑その割には本
を借りに来る生徒が少な
い︒このようなイベント
を開催したら本に興味を
持つ生徒も増えるのでは
ないのか？そう思う図書
委員交流会であった︒

古本市の収支報告

二〇一八年度に行った文
化祭での古本市の使途につ
いて最終報告します︒

売上・収入：
三八︐九五〇円

支出： 三八︐九五〇円
︵内訳︶
寄付︵シャンティ国際
ボランティア会︶
一〇︐〇〇〇円
学年文庫購入︵７１冊︶
一四︐八九二円
ジュンク堂店頭選書
︵１７冊︶
一四︐〇五八円

公益社団法人・シャンティ
︵伴 一志︶ 国際ボランティア会は︑ア
ジアの子どもたちに本を届
ける活動をしている団体で
す︒学年文庫は新古書店で︑
高校生の本を中心に購入し
ました︒残ったお金は︑十
一月に図書委員で店頭選書
を行った際に選んだ本で︑
図書館に入りました︒

二〇二〇年度も古本市を
行う予定です︒四月以降に
本の回収を行います︒ご協
力をお願いします︒
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十一月十六日︵土︶にジュンク堂三
宮店にて図書委員による店頭選書を行
いました︒四人の図書委員が参加し︑
三十五冊の本を購入しました︒
四人がおすすめする本を以下に紹介
します︒ここで紹介していない本もた
くさんあるので︑ぜひ読んでみてくだ
さい︒

だぞ？サイコパスなんて
﹃サイコパスの
都市伝説なのではないの
真実﹄ だろうか⁝︒
知っているようで知ら
原田隆之 著
なかったサイコパスの真
実について具体例と特徴︑
どのように対処︑共存し
ていくべきなのか︒その
全てが詰まったサイコパ
︵４９３／７６／ハ︶ スの解体新書とも言える
この一冊︑ぜひ手に取っ
てみてほしい︒あなたの
高三 伴 一志
クラスの不思議なあいつ︑
もしかしたらサイコパス
なのかもしれない⁝︒
サイコパスに興味のあ
る方は︑読んでみること
をお勧めする︒

店頭選書

皆さんはサイコパスと
いう言葉をご存知だろう
か？最近ではドラマや映
画︑アニメの題材になっ
ているのでご存知の方も
多いだろう︒私は某アニ
メでサイコパスとは悪意
無く︑または悪意を知ら
れずに犯罪に手を染める
感情の乏しい︑もしくは
感情の無いものと思って
いた︒けど実際どうなん
だろうか？自分の友人は
それっぽいけどいいやつ
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﹃２０４９年
お金消滅 貨幣なき
世界の歩き方﹄
斉藤賢爾 著

︵３３８／／サ︶

高二 萩原 雅也
最近︑私たちは︑電子
マネーやキャッシュレス
決済︑仮想通貨という言
葉をよく耳にします︒
二〇四九年の時に現金
が無くなれば︑この時代
を生きる人々は︑世界を
どのように生きていけば
いいのか？加えて︑どの
ような世界になるのか？
それらについての筆者の
考えが︑この本に書かれ
ています︒読む際には︑
自分の考えと照らし合わ
せながら読んでみたら面
白いかもしれません︒興
味がある方は︑是非︑こ
の本を手に取ってみてく
ださい︒

﹃ＡＩ崩壊﹄
浜口倫太郎 著

︵ｙ／えあ︶

高二 萩原 雅也
この本は︑二〇三〇年
の日本を舞台にしたもの
です︒投薬から治療︑体
調管理まで担うＡＩ﹁の
ぞみ﹂が︑何者かによっ
て暴走し︑命の選別を開
始する︒止められるのは︑
桐生浩介︒限られた時間
で︑ＡＩの暴走を止めて︑
国民の命を救うことがで
きるのか︑というあらす
じになっています︒
読みやすくて︑とても
面白い内容になっていま
すので︑是非︑図書館に
借りに来てみてください︒

﹃一五歳の
テロリスト﹄

松村涼哉 著

︵ｙ／まつ︶

高二 西岡 知洋

﹁すべて︑吹き飛んで
しまえ﹂突然の犯行予告
の後︑新宿駅爆破事件が
起きた︒その容疑者は渡
辺篤人︒私たちと近い一
五歳の少年の犯行は︑世
間を震撼︵しんかん︶さ
せる︒少年犯罪を追う記
者・安藤は︑渡辺篤人と
あったことがある︒かつ
て少年犯罪被害者の会で
出会った孤独な少年︒何
が︑彼を凶行に駆り立て
たのだろうか？進展しな
い捜査に︑安藤は︑行方
をくらませた少年の足取
りを追った︒事件の裏に
隠された驚愕︵きょうが
く︶の真実に安藤が辿り
着いたとき︑１５歳のテ
ロリストの最後の闘いが
始まろうとしていた︒

▼ 図書委員が選んだ本の一部

八年に終わったことから︑
﹁百周年﹂を機に研究が
活性化し︑その成果が本
になっていると言えます︒
特に注目を集めている
話題の一つは︑なぜ世界
大戦が始まったかです︒
一問一答的なテストなら
ば﹁オーストリアの皇太
子夫妻がサラエボで暗殺
されたから﹂と答えられ
ますが︑歴史家たちは︑

濱口 忠大 先生

第一次世界大戦の開戦原因
社会科

下の画像は Shutterstock.com.のライセンスに基づい
て使用しています 。 https://www.shutterstock.com/

最近︑第一次世界大戦
関係の書籍がさかんに出
版されています︒日本で
は︑第二次世界大戦に比
べて参加の度合いも払っ
た犠牲も小規模なので︑
あまり一般の人の関心は
ひきませんが︑史上初め
ての﹁世界大戦﹂として
世界中で記憶されている
戦争です︒この大戦が一
九一四年に始まり一九一
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この事件が最終的に火を
つけるより前から︑何か
原因があったのではない
かと探究します︒
従来わが国でもっとも
言われてきたことは︑イ
ギリスの﹁３Ｃ﹂︵カイ
ロ︑ケープタウン︑カル
カッタ︶と︑ドイツの
﹁３Ｂ﹂︵ベルリン︑ビ
ザンティウム︑バグダー
ド︶という二つの帝国主
義的な政策の衝突です︒
ところが︑どうもこれが
決定的な要因とは言えな
いことが明らかになって
きました︒新しい研究に
よって︑インドなど︑イ
ギリスの植民地から原料
を輸入しないことにはド
イツの製造業は成り立ち
えなかったし︑より興味
深いことに︑３Ｂの象徴
と言えるバグダードへの
鉄道の建設資本をドイツ
は十分まかなえなかった
ために︑イギリスにも出
資を呼び掛けていたこと
が示されました︒これま
で対立の要素ばかりが強
調されてきましたが︑実
のところ開戦の直前まで
英独両国がグローバルな
規模で経済的な相互依存
関係にあったことがわかっ
てきたのです︒
それでは何が原因かと

いうと︑まだ決定的な答 なかなか難しい話ですが︑
えは出てきていません︒ この文章を読んだ人の中
ただ︑一九世紀の後半以 から将来︑本格的に歴史
降に参政権が拡大する中 を研究してみたいという
で︑一般大衆の参戦熱を 人が出てきてくれれば嬉
政治家たちがコントロー しく思います︒
ルしきれなくなったとい
うことが指摘されていま ︽最近出版された第一次
す︒そこで彼らの感情を 世界大戦関係の書籍︾
掻︵か︶き立てたものと
して︑ナショナリストた ・小野塚 知二編
ちが新聞雑誌に寄せた記 ﹃第一次世界大戦開戦
事だけでなく︑絵や歌の 原因の再検討
ような文化にも関心が広 国際分業と民衆心理﹄
がっています︒
岩波書店︑二〇一四年
先日この開戦原因の問
題についてあるクラスで
プレゼンテーションをし
てもらったところ︑なか
なか３Ｃと３Ｂを越える
議論は見られませんでし
た︒これは発信者の側の
︵２０９／７／オ︶
問題もあるのでしょうが︑
歴史学に関してはまだま
だ︑ネット検索よりも本 ・木村 靖二
を見なければ新しい研究 ﹃第一次世界大戦﹄
の内容を知ることができ ちくま新書︑二〇一四年
ない状況があるようです︒
史料も︑オンラインでか
なり見られるようにはなっ
てきましたが︑本気で研
究する材料として十分と
は言えません︒今後も書
かれたもの︑印刷された
︵２０９／７／キ︶
ものを読むことは大切で
あり続けるようです︒
中学︑高校レベルでは

編集後記

今回初めて編集させて
いただきました︒そして︑
編集の大変さを学び︑世
の中の新聞のすごさを改
めて感じました︒また編
集作業をするかは分かり
ませんが︑するのであれ
ばもっと効率よくやりた
いと思います︒
前回は︑発行が予定よ
り大幅に遅れてしまいま
したが︑今回予定通りに
編集＆発行することがで
きました︒基本的に一人
で編集を行い︑残りの三
人のうちひとりは︑時々
手伝ってくれ︑ほかの二
人は︑さぼりと留学で︑
結構大変な編集作業とな
りました︒
今日は︑卒業式という
ことで高三の皆様方ご卒
業おめでとうございます︒
そして︑原稿の作成をし
ていただいた図書委員の
先輩方ありがとうござい
ました︒
読書三昧を読んでいた
だき︑少しでも興味を持
たれた方は︑図書室に来
てみませんか？
次号もお楽しみに︒
︵西岡知洋︶

