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利用案内 2022

●関西学院中学部図書館とは
リラックスできるところ、心を動かせるところ
中学部図書館はいつもいろんな生徒でにぎわっています。友達と一緒に雑
誌を読んでいる生徒、にやけ顔でマンガを読んでいる生徒、ぼおっと本棚を
眺めている生徒、必死で調べものをしている生徒、１冊の本に集中している
生徒……。リラックスしたい、ただなんとなく、知的好奇心を満たしたい、
将来や生き方について考えたい、どんな気持ちにも応えるのが中学部図書館
です。そして、中学部図書館はみなさんの気持ちをつくる場所でもあります。

知・情報が集まるところ、コミュニケーションをとるところ
中学部図書館には、約 70,000 冊の本をはじめ、雑誌、新聞、DVD、CD など
の資料が充実しています。また、用意されているコンピュータやタブレット
端末からはインターネットやオンラインデータベースも利用することができ
ます。教科の勉強をさらに深めたいとき、
教科以外の学びに取り組みたいとき、
一人で集中して調べごとをしたいとき、何人かで共同調査をしたいときなど、
いろんな要望に応えます。電子図書も活用できます。中学部図書館は、情報
メディア・コミュニケーションセンターでもあります。

●関西学院と図書館の歴史
1886
（明治19）
年
1889
（明治23）
年

1929
（昭和 4）
年

1947
（昭和22）
年

1951
（昭和26）
年

1959
（昭和34）
年
1964
（昭和39）
年
1965
（昭和40）
年
1967
（昭和42）
年
1976
（昭和51）
年
1989
（平成元）
年
1997
（平成 9）
年
2011
（平成23）
年

W.R.ランバス先生、神戸に「読書館」
（Reading Room）
を開設
W.R.ランバス先生、神戸の原田村に関西学院を創立
30 畳の書籍室という１室が設けられる（図書館のは
じまり）
関西学院、西宮上ヶ原キャンパスに移転キャンパス
の中心である時計台は、長らく図書館として活用さ
れた
新制中学部が旧高等部校舎（現中学部グランドの場
所にあった）で開始
初代部長矢内正一先生、教員室を生徒の「読書室」
として開放
中学部が現高中部本部棟に移転
１教室分の中学部専用の図書館を設置（中学部図
書館のはじまり）
矢内先生が担当する1 年生週 1回
1 学期のみの「生活指導科」で図書館の授業（
「読
書科」のはじまり）
中学部図書館が 2 教室分に拡張改修
川北信彦先生が司書教諭に就任
「生活指導科」は 1 年間を通しての授業となる。
第 3 代部長小林宏先生が「生活指導科」を「読書
指導科」
（以来略して「読書科」
）に改称
「中学部教育の柱」の 1つに「読書」が数えられる
「読書科」が 3 年間にわたる授業となる
中学部図書館が 3 教室分に拡張改修
中学部図書館が 4 教室分に拡張改修
中学部図書館が現中学部棟 1 階に新装移転
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関西学院全景、中央が書籍室があった
建物 (1893 年 )

中学部図書館 (1955 年 )

関西学院のシンボル
時計台（元図書館）

●開館日・時間
月曜日～金曜日

８：００～１７：００

土曜日

８：００～１３：００

・生徒休校日は閉館します。
・学校行事、長期休暇などの開館日・時間については、その都度図
書館入口横の掲示板と Web サイトにて周知します。
・上の時間帯以外にも開館することがあります。

●館外貸し出し
借りたい資料と生徒証（生徒証がで
きるまではバーコード）を用意してカ
ウンターまで持ってきてください。
※保護者の方は、生徒証の代わりに生徒の学年・
組・氏名をお申し出ください。

貸出数

本

期

間

３０冊まで

２週間

※マンガ（コミックス）や参考図
書は館外貸し出しをしていませ
ん（館内での閲覧のみ）
。

２日

※巻末の日付表に注意してくだ
さい。なお、最新号は貸し出しし
ていません。

雑

誌

１誌のみ

Ｃ

Ｄ

１枚のみ

１週間

ＤＶＤ

１本のみ

１週間

電子図書

３点まで

１週間

( 電子図書館 )

必ず貸し出し時には、返却期限を記し
たしおりを渡します。
延滞資料（返却期限を過ぎても返却さ
れていない資料）がある場合、新たな貸
し出しはできません。
※保護者の方は、生徒の貸し出し状況をよくご確認くだ
さい。
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●継続
1. 返却期限が近づいた資料を再び借りたい場合は、その資料と生徒
証を持ってきて、継続の手続きをしてください。
2. もし、その資料に予約がついている場合は、順番を待つことにな
ります。
※保護者の方は、生徒証の代わりに生徒の学年・組・氏名をお申し出ください。

●返却
1. カウンターにある返却箱に入れてください。
2. 閉館中はブックポストに返却してください。
ただし、CD、DVD、ビデオテープなどは、
破損のおそれがあるため、必ずカウン
ターにある返却箱まで返してください。

3. 紛失、破損などの事故があった場
合は、すぐにカウンターまで申し
出てください。原則として、同じ
資料を購入するなど、弁済しても
らうことになります。

●コピーサービス
1. 中学部図書館の資料に限り、コピー
サービスを受けることができます。
2. 著作権法第 35 条第１項がゆるす、授
業利用に限ります。
3. 授業のノートやプリントはコピーで
きません。
4. 1 枚あたり 10 円かかります。
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●図書館利用上のルールとマナー
一人ひとりに図書館を活用する自由があります
他人の自由をさまたげる、他人に迷惑をかけることはやめましょう
図書館の資料が痛む行為
・図書館で飲食はできません
・図書館の資料に落書きをしてはいけません
・図書館の資料を伏せておいてはいけません
・図書館の資料を折り曲げてはいけません
※返却期限を記しているしおりを活用してください
・図書館の資料は水に弱いので、雨のときなどはとくに注意してください
・図書館の CD や DVD などは、カウンターの返却箱まで返却してください
※ CD や DVD をブックポストに返却すると破損してしまいます

図書館の資料が探せなくなる行為
・図書館内で取り出した資料は元の場所へ戻してください
・図書館内で一度にたくさんの資料を独占しないでください
・図書館の資料を無断で館外に持ち出さないでください
・返却期限を守ってください
※返却期限を記しているしおりを活用してください
・自分で借り出した図書館の資料は、自分が責任を持ってください
※「また貸し」はやめてください

図書館を快適に利用できなくなる行為
・図書館の資料を棚の奥まで押し込まないでください
※図書館の資料は背表紙のラインを揃えて（面合わせして）います
・利用した机、椅子は元の場所へ戻してください
※ブラインドやカーテンの開閉はスタッフに任せてください
・大声で騒いだり、口笛を吹いたりしないでください
・PC やタブレット端末などから音声を出さないでください
・PC やタブレット端末などはその ID やパスワードも含めて、利用する個人
が厳重に管理してください
・とくに試験期間中は静粛を保ってください
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●リクエスト（予約・購入）
1. 読みたい資料がすでに借りられている
場合、あるいは必要な資料が中学部図
書館にない場合は、リクエスト（予約・
購入）することができます。
2. リクエストする場合は、リクエスト申込
カードに記入してリクエストカードポス
トに入れてください。
※保護者の方はリクエストはできません。

3. 後日、図書館入口横に右のような紙が掲示され
ます。その紙を持ってカウンターまで来てくだ
さい。

4. リクエストへの返答を渡します。
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5. 資料が用意できましたら、再び図書館入口横に
右のような紙が掲示されます。その紙を持って
カウンターまで来てください。

※リクエストは選書基準にもとづいて審査していま
す。選書基準は図書館掲示板で公開しています。
※リクエストの一次審査は生徒会図書部が担当して
います。もちろん、リクエストした生徒名は隠し
て審査しています。

◆関西学院大学図書館の利用
1. 大学図書館は大学生とそ
の 教職員のためにある。
中学部生は大学図書館の
好意、大学図書館との信
頼関係によって利用させ
てもらっていることを忘れ
ない。
2. 1 年生 9 月の大学図書館
見学（利用条件や方法な
関西学院大学図書館 https://library.kwansei.ac.jp/
どの説明あり）以降に利
用することができる。
3. 必ず中学部の制服を着て、生徒証を携行する。
4. 利用時間は、中学部の登校から下校時間に準ずる。たとえば、午前
で学校生活が終わるときは、昼を挟んで大学図書館を利用すること
はできない。
5. 特段の理由があって、上の時間以外に利用するときは、事前に先生
まで申し出ること。
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●資料を探す方法１

直接、館内の本棚へ

中学部図書館の資料は、請求記号（分類番号など）の順番通りに、
規則性をもって並べられています。

日本十進分類法（ＮＤＣ）
第１次区分

0 総記

1 哲学

2 歴史

3 社会科学

4 自然科学

5 技術

6 産業

7 芸術

8 言語

9 文学

000 総記

100 哲学

200 歴史

300 社会科学

400 自然科学

010 図書館

110 哲学各論

210 日本史

310 政治

410 数学

020 図書

120 東洋哲学

220 アジア史

320 法律

420 物理

030 百科事典

130 西洋哲学

230 ヨーロッパ史 330 経済

430 化学

040 論文集

140 心理

240 アフリカ史 340 財政

440 天文

050 逐次刊行物 150 倫理

250 北アメリカ史 350 統計

450 気象・地質

060 団体

160 宗教

260 南アメリカ史 360 社会

460 生物

070 新聞

170 神道

270 オセアニア史 370 教育

470 植物

080 全集

180 仏教

280 伝記

090 郷土資料

190 キリスト教 290 地理

第２次区分

380 風俗・民話 480 動物
390 国防・軍事 490 医学・薬学

500 技術・工学 600 産業

700 芸術・美術 800 言語

510 土木・公害 610 農業

710 彫刻

520 建築

620 園芸

900 文学

810 日本語

910 日本文学

720 絵画・書道 820 中国語

920 東洋文学

530 機械・原子力 630 養蚕

730 版画

830 英語

930 英米文学

540 電気

640 畜産

740 写真

840 ドイツ語

940 ドイツ文学

550 造船

650 林業

750 工芸

850 フランス語 950 フランス文学

560 金属

660 水産業

760 音楽・舞踊 860 スペイン語 960 スペイン文学

570 化学工業

670 商業

770 演劇・映画 870 イタリア語 970 イタリア文学

580 製造工業

680 交通・輸送 780 スポーツ・体育 880 ロシア語

590 家庭・生活 690 通信

790 娯楽

890 その他の言語 990 その他の文学

※中学部図書館は第３次区分まで採用しています。
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980 ロシア文学

請求記号
フョードル・ドストエフスキー『罪と罰』２巻の場合

分類番号：本の分類をあらわす（日本十進
分類法 ＮＤＣ に準じる）
。
図書記号：本の著者をあらわす（ローマ字

983

表記の姓の頭文字）
。

D
2

巻冊番号：本の巻数をあらわす。１冊で完
結する場合は空白。

書架の本の並び方
・下図のように、請求記号の順番に並べられています。
・ただし、大型の本は最下段に分けて置いています。

大型の本

大型の本
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●資料を探す方法２

ＯＰＡＣ（オンライン蔵書目録）を活用

中学部図書館にある OPAC 専用コンピュータ、あるいは中学部図書
館Ｗｅｂサイト（https://library.kgjh.jp/）から、中学部図書館
にある全ての資料（CD や DVD も）を探すことができます。
1. OPAC 専用コンピュータは自由に使うことできます。
2. その他のコンピュータについては、与えられた ID とパスワード
を入力して利用してください。

●オンラインデータベースの利用
中学部図書館にあるコンピュータから、以下のオンラインデータ
ベースが利用できます（中学部図書館外からはアクセスできません）
。
書籍や新聞と同様の、信頼性の高い情報を検索・閲覧できます。
1. ジャパンナレッジ：
『日本大百科全書』
、
『現代用語の基礎知識』
、
『大
辞泉』、『国史大辞典』
、
『日本人名大辞典』や各種言語の辞典、映
像資料など
2. 朝日けんさくくん：1985 年以降の朝日新聞の記事
3. スクールヨミダス：読売新聞の記事

●電子図書館の利用
1. PC やタブレット端末などから、与えられた ID とパスワードを入
力して、電子図書館の電子図書（電子書籍）を借りて、読むこと
ができます。
2. 一度に 3 点まで、1 週間を期限として電子図書を利用できます。
ＯＰＡＣ
（オンライン蔵書目録）
オンラインデータベース
（百科事典や新聞記事の検索）
電子図書（電子図書館）

中学部図書館Ｗｅｂサイト（https://library.kgjh.jp/）から利用できます。
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●推薦図書リスト
あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。
（
『聖書』ヨハネによる福音書 8 章 32 節）

読書の習慣も早くから養わねばならぬ。学生の時代に読書の習慣を作らなかっ
た者は恐らく生涯読書の面白さを理解しないで終るであろう。
（三木清『如何に読書すべきか』
）

・ このリストは、中学部が推薦する 200 冊 + αの本のリストです。
・ このリストに載っている本はもちろん、リスト以外の本もどんどん読んでいきましょ
う。
・ このリストに載っている本は中学部図書館に複数用意しています。

目的
・ 中学部の建学の精神に沿った本を読むため。
・ 社会一般に認められている一定水準以上の本を読むため。
・ ともに同じ本を読む、すなわち共通の読書体験を得るため。

記録
・ 本を読んだ記録をつけましょう。
・「読書カード A」には、読んだ本すべての記録をとってください。
・「読書カード B」には、とくに印象に残った本について、その感想・意見、内容メモ、
印象に残っているところを記録してください。
・「読書カード表紙」、
「読書カード A」、
「読書カード B」は中学部図書館に常備しています。

提出
・ 各学期の始業式に「読書カード表紙」
「読書カード A」
「読書カード B」を輪ゴムでくくっ
て、学級担任まで提出してください。ノルマの枚数は以下の通りです。
◆ 2 学期始業式
・ 1 学期と夏休みの分
・「読書カード表紙」と「読書カード A」と「読書カード B」8 枚以上
◆ 3 学期始業式
・ 2 学期と冬休みの分
・「読書カード表紙」と「読書カード A」と「読書カード B」6 枚以上
◆ 新年度 1 学期始業式
・ 3 学期と春休みの分
・「読書カード表紙」と「読書カード A」と「読書カード B」4 枚以上
・ それぞれ「読書カード B」の半分以上は、このリストに載っている本によるカードでな
ければいけません。たとえば、「読書カード B」を 11 枚提出するならば、6 枚以上はこ
のリストに載っている本によるカードでなければいけません。
・ 学級担任の先生が確認したあと、読書科で確認をして、みなさんに返却します。
・ 返却されたカードは、カードバインダーで保管・蓄積してください。年度末に読書科
で確認をします。

評価
・ たくさんの本がしっかりと読めているか、たくさんの記録がきっちりと書けているか
を評価します。
・ 具体的には、正確かつ丁寧な記録が取れているか、自分なりの感想や意見が書けてい
るか、正しい日本語が用いられているかという観点で評価します。たくさんの本が深
く読めていれば（「読書カード B」がたくさん書けていれば）ボーナス評価とします。
・「読書カード B」の「感想・意見」については 10 行以上を目安とします。10 行以上書
けるようにしっかり読み込んでください。
・ 盗作、剽窃は禁止です。発覚した場合はそれ相応の措置をとります。
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14

レベル１★
1

学び続ける力

池上彰 講談社 002:I
なぜ学ぶのか、なぜ学び続けるのか、そんな根本的な問いに答える 1 冊です。
学ぶことをメインとする、あるいは学ぶことに疑問を抱く中学生にピッタリ。
テレビの池上さん同様、丁寧かつ適切でリズミカルな言葉づかい。1 つの話題
を 10 ページ以内で説明。

2

子どもの頃から哲学者―世界一おもしろい、哲学を
使った「絶望からの脱出」！

苫野一徳 大和書房 104:T
中学部 OB で新進気鋭の教育哲学者、苫野一徳さんの自伝。苫野さんの「黒
歴史」から、どのようにして哲学者になったのか。哲学とはどういうものか。
リアルにわかるはず。関西学院中学部も出てきます。苫野さんの『勉強するの
は何のため ?―僕らの「答え」のつくり方』もどうぞ。

3

少年動物誌

河合雅雄 平山英三（絵）福音館書店 913:K
京都大学名誉教授・河合雅雄が、少年時代を過ごした兵庫県丹波篠山での自
然との交友録です。まず目次を見て、興味を持ったところから。目次の順序は
関係ありません。私たちが住んでいるところのすぐ先にはこんな自然があるの
です。

4

5

楽隊のうさぎ

中沢けい 新潮文庫 913:BN
主人公は引っ込み思案の中学生・克久。あるきっかけで思いがけずに吹奏楽
部に入部する。次第に音楽に夢中になっていく克久。いろんな人々に囲まれて
成長していきます。部員たちの姿も必読。

6

赤いぼうし

野崎昭弘 安野光雄（絵）童話屋 410:N
シャーロック・ホームズの推理に舌をまく人は多いだろう。一番短い推理も
のとしてみなさんに挑戦するのが、この本である。あなたはホームズになれる
か ? あわてずに考えれば、誰でも名探偵になれる鍵がここにある。

7

せいめいのれきし

パージニア・リー・パートン いしいももこ（訳）岩波書店 460:B
地球の誕生から生物の進化、現在の人間の営み、そして未来への希望までを、
ひとつの劇に仕立てた名作である。文章を読み、絵をながめているだけで、ま
るでその時代時代を旅しているような気分にさせてくれるだろう。

8

オー・ヘンリー傑作集

O. ヘンリー 大津栄一郎（訳）岩波文庫 933:BH
独特のユーモアとペーソスに彩られたオー・ヘンリーの短編は、時代を越え
て世界の人々に愛されてきた。「賢者の贈りもの」「最後の一葉」など、傑作中
の傑作、20 編を収録。

9

木を植えた男

ジャン・ジオノ 寺岡嚢（訳）あすなろ書房 726:EB
荒れはてたフランスの山岳地帯を舞台に、37 年もの間、黙々と木を植え続け、
その地を緑の森によみがえらせた男の物語である。'87 年アカデミー賞短編映
画賞を受賞した同名のアニメ映画をもとに、この絵本はつくられた。

10

15

どきん

愛、深き淵より。

星野富弘 立風書房 916:H
事故で四肢が麻痺した星野さんが、口に筆をくわえて絵と詩をかくようにな
るまでの生命の記録。深き淵をさまようような苦しみとの闘い、やがて、愛が
絶望に勝利し、生が死に打ち勝った。熱き生命の賛歌だ。

16

シャーロック・ホームズの冒険

コナン・ドイル 延原謙（訳）新潮文庫 933:BD
シャーロック・ホームズが活躍する短編探偵小説集。「赤毛同盟」などの初
期の傑作を収める。鋭い観察と明快な推理は、読者の頭をすっきりさせ、想像
力をよびさます。きっと知的な楽しみに引きこまれるにちがいない。

17

クリスマス・キャロル

チャールズ・デイケンズ 脇明子（訳）岩波書店 933:D
強欲で冷酷な老人、スクルージはクリスマスでさえ金のことしか考えていな
かった。その夜、幽霊達が彼の前に現われ、自分の過去や未来を見せてくれる。
やがて、冷たかった彼の心の中に暖かいものが芽生えてくる。

18

トリツカレ男

いしいしんじ 新潮文庫 913:BI
何かに夢中になってしまう＝何かにトリツカレてしまう男の話です。オペラ
にトリツカレ、三段跳びにトリツカレ、サングラス集めにトリツカレ、潮干狩
りにトリツカレ、刺繍にトリツカレ、ハツカネズミにトリツカレ……。あるとき、
ある少女に恋＝トリツカレてしまいます。

兎の眼

灰谷健次郎 理論社 913:BH
教育が問われている今日、人間の持つ本当の宝物を見失うまいとする子供と
教師の心のきずなが胸をうつ。人間にとって最も美しいものが「やさしさ」で
あることを、子供たちのユーモアを通して、生き生きと語っている。

クローディアの秘密

カニグズバーグ 松永ふみ子（訳）岩波書店 933:K
少女クローディアは、かねての計画通り、弟を相棒にして、ニューヨークの
メトロポリタン美術館へ「家出」する。見回りの人の目を逃れ、そこでの「生活」
が続く中で、2 人はある彫像の謎を解こうとするが……。

19

シェイクスピア物語

ラム 矢川澄子（訳）岩波書店 933:R
ラム姉弟（英国の文学者）が、シェイクスピアの有名な戯曲を散文に書き改
めたものが原書。この邦訳では、「マクベス」「リヤ王」などの悲劇 5 編と「あ
らし」「ヴェニスの商人」などの喜劇 8 編が選ばれている。

20

ツバメ号とアマゾン号

アーサー・ランサム 岩田欣三・神宮輝夫（訳）岩波書店 933:R
ウォーカー家の 4 人兄妹は、ある夏休み、許されて湖の「無人島」へ、子供
たちだけのキャンプに出かける。帆船ツバメ号を操って……。英国の湖沼地方
の自然の中で、心ゆくまで遊ぶ冒険物語 ( 全 12 巻 ) の第 1 巻。

21

ドリトル先生アフリカ行き

ヒュー・ロフティング 井伏鱒二（訳）岩波書店 933:R
名医で動物と話のできるドリトル先生は、猿を疫病から救うため、オウムの
ポリネシアや犬のジップなどをつれてアフリカへ行く。この第 1 作の面白さに
出会った人は引きずり込まれるように続きの 11 巻を楽しむ。

22

ライオンと魔女

C.S. ルイス 瀬田貞ニ（訳）岩波書店 933:R
第一次世界大戦を避けて、地方の学者先生の家に疎開した 4 人の兄弟は、あ
る日大きな衣装タンスから、ナルニア国に入った。『ライオンと魔女』にはじ
まる、このシリーズは、別世界ナルニアの誕生から滅亡までを描く。

23

宝島

スティーブンソン 坂井晴彦（訳）福音館書店 933:S
もう 100 年以上、全世界で読まれてきた冒険小説。主人公ジム・ホーキンズ
の手に残された一枚の地図を頼りに、宝島への航海が始まる。絵本など邦訳は
多いが、原作に忠実な訳の本書で、その楽しさを味わってほしい。

24

卜ム・ソーヤーの冒険

谷川俊太郎 理論社 911:T
この詩集を読んでいると、いつの聞にか微笑んだり、吹き出したりしている。
生きていることが、すばらしく思えてきて、何やら自信もわいてくる本。

マーク・トゥエーン 石井桃子（訳）岩波書店 933:T
トムは腕白な少年。友達と川の中の島で海賊生活をしたり、真夜中の墓場で
殺人事件を目撃したり、洞窟を探検したり……と痛快な冒険を重ねる。そのお
もしろさは世界中の読者に愛されてきた。

11

25

一房の葡萄

ヒルベルという子がいた

有島武郎 岩波文庫 913:BA
絵の好きなぼくは友達の絵具をとってしまう。しかし、先生は叱らずにー房
の葡萄をくれた。幼い日の無垢な心がなつかしく、ほのぼのと感じられる作品
である。

ペーター・ヘルトリング 上田真而子（訳）偕成社 943:H
周囲に心をひらくことのできなくなったヒルベル。病院や施設で暮らさなけ
ればならない少年は、いっしょに遊んでくれる子どもも、信用してくれる人も
いない中で、ひとり戦って生きようとしたが……。

12

26

船乗りクプクプの冒険

工ーミールと探偵たち

北杜夫 新潮文庫 913:BK
読んでいる本の世界に引きずり込まれる。本が好きな人なら、誰でも一度は
経験したことがあるはず。それはもちろん頭の中。しかし、この物語では実際
に起こってしまいます。たった 4 ページしかない物語の向こう側は ?

エーリヒ・ケストナー 池田香代子（訳）岩波書店 943:K
エーミールはベルリンの祖母を訪ねる一人旅の車中で、母からあずかった大
切な 140 マルクをすりとられる。怪しい山高帽の男を追跡する彼を助けたのは、
その途中で知り合った少年少女たちだった。

13

27

怪人二十面相

江戸川乱歩 ポプラ社 913:E
日本の創作推理小説の基礎を築いた著者は、少年少女のための作品を残した。
名探偵明智小五郎と怪人二十面相の対決、明智探偵を助ける小林少年と少年探
偵団たち……。この本は、全 46 巻あるシリーズの第 1 巻である。

きゅうりの王さまやっつけろ

ネストリンガー 若林ひとみ（訳）岩波書店 943:G
家来に追放されてきた、きゅうりの王さまが出現してから、祖父・両親・姉・
弟とぼくの一家に奇妙な事件が……。どの家庭にもある今の問題が、生き生き
と描かれる。
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28

名探偵カッレくん

リンドグレーン 尾崎義（訳）岩波書店 949:R
カッレくんは、スウェーデンの平和な町の少年で、名探偵を夢みている。夏
休みのある日、友だちの家にやってきた怪しげな男にかかわるうちに……。続
編の『カッレくんの冒険』『カッレくんとスパイ団』も楽しめる。

29

怪盗紳士

ルブラン 南洋一郎（訳）ポプラ社 953:R
イギリスのホームズと並んで有名な、フランス最大の人気怪盗アルセーヌ・
ルパンのシリーズ最初の短編集。彼の天才的な変装ぶり、神出鬼没の活躍は、
まことに痛快そのもの。邦訳の中で最も親しまれてきた本を選んだ。

30

イワンのばか

トルストイ 金子幸彦（訳）岩波書店 983:T
ロシアの文豪レフ・トルストイの作品の中から、民話・伝説・少年物語にあ
たる約 10 編が選ばれている。民族とともに苦しみ、その幸福をさがし求めた
トルストイの人間への愛情が、全編にみちている。

31

てつがくのライオン

工藤直子 理論社 911:K
ライオン・ひぐま・ちびへび……、作者が詩にうたった生きものたちは、一
度出会うと忘れられず、また会いたくなったりする。また作者がとらえた美し
い自然は、読むものの心をやわらかくし、広々とした世界へさそう。

33

ハッピーバースデー―命かがやく瞬間

青木和雄 金の星社 913:A
「おまえ、生まれてこなきゃよかったよな。
」 主人公のあすかはママと兄から
誕生日に言われた。その後、あすかはどのように生きていくのか。何気ない一
言で、人を傷つけてしまうことがある。自分の言動を見つめ直すいいチャンス。

34

夏の庭―The Friends

湯本香樹実 新潮文庫 913:BY
「人は死ぬとどうなるんだろう…」 ふとしたことからこんな興味を持ち、夜
も寝られなくなってしまった小学 6 年生の仲良し三人組、山下・川辺・木山は、
「死
にそうな人を見張って、死ぬところを観察しよう！」と、探偵気分で近所に住
む一人暮らしの老人の観察を始める……。

35

スターガール

ジェリー・スピネッリ 千葉茂樹（訳）角川文庫 933:BS
転校生スターガールは、いつも特定の人だけでなく、すべての人に対して思
いやりをもって接していた。しかし、すべての人々に理解され、ハッピーにす
るわけではなかった。周囲にとらわれずに行動する勇気を持つことの難しさ。

36

宇宙のみなしご

森絵都 角川文庫 913:BM
クラスのなかでどのグループにも入っていない陽子。弟のリンとともに、真
夜中の屋根のぼりという秘密の遊びをみつける。宇宙のなかでたったひとり
ぼっちのような、そんな孤独を感じたことのある人におすすめ。

37

銀河鉄道の夜

宮沢賢治 新潮文庫 913:BM
貧しい少年ジョバンニが、ある丘の上から夢の銀河鉄道で不思議な旅を続け
る表題作をはじめ、「あなたのすきとおったほんとうのたべもの」になること
を念じて書かれた作品を読んでみてほしい。

38

奇才ヘンリー・シュガーの物語

ロアルド・ダール 小野章（訳）評論社 938:D
海ガメと話した少年、透視術を身につけた男の話など、この世の意外性と人
生の奥行きの深さに、息をのむ思いのする短編小説集。この作者独特の辛口の
ユーモアが深い味わいを残す。

39

西の魔女が死んだ

梨木香歩 新潮文庫 913:BN
中学 1 年生のまいは、学校が自分に苦痛を与える場所でしかなかった。母の
すすめで、学校に行かずに大好きなおばあちゃんの家に住む。おばあちゃんは
魔女の家系であることを知ったまいは、魔女修行をはじめる。

40

41

二十四の瞳

壺井栄 新潮文庫 913:BT
戦前の瀬戸内海の小豆島、岬の村の分教場に赴任して来た若い先生と 12 人
の教え子との温かい心の交流が描かれる。教師と生徒の自然な愛情豊かな学校
生活に、やがて戦争が暗い影をおとす。

動物の死は、かなしい？―元旭山動物園飼育係が
つたえる命のはなし

あべ弘士 河出書房新社 480:A
大動物を飼育する仕事は命がけ。家でペットを飼うのとは根本的に違う。毎
日の動物の世話に追われつつ、理想の動物園づくりのために議論、奮闘する様
子が描かれている。これがあって今の旭山動物園がある。仕事とは何かを考え
る絶好の 1 冊。

42

図書館戦争

有川浩 角川文庫 913:BA
表現（本）を取り締まろうとする「メディア良化隊」と、自由に本（表現）
を利用させようとする「図書隊」との「戦争」の話。「図書隊」に入隊した女
の子が主人公。戦争にはならないが、この対立の構図は今現実社会で起きよう
としている。

43

いのちの食べかた

森達也 角川文庫 648:BM
私たちに「いのち」があるのと同じように、いろんな生き物にも「いのち」
がある。同じ「いのち」を持つもの同士が食べたり、食べられたりしている。
そんな「いのち」を奪って、食べられるようにしてくれている人たちのことも
忘れてはならない。

32

レベル２★★

博士の愛した数式

小川洋子 新潮文庫 913:BO
プロ野球が好きな人。ほんわかした、ちょっといい話に触れてみたい人。登
場人物が多い小説に萎えてしまっている人。数学が好きな（≠数学の成績がい
い）人。このような人にとくにおすすめ。映画化された。

44

わたしがちいさかったときに

長田新ほか いわさきちひろ（絵）童心社 916:O
1945 年 8 月 6 日の朝、広島を原爆が襲った。そこで傷つき、肉親を失った子
どもたちが綴った作文と詩を集めたのが、本書である。子どもたちの悲痛な平
和への叫びが、今なお私たちの心を打つ。

45

ギリシア神話を知っていますか

阿刀田高 新潮文庫 164:BA
西洋の古典中の古典といわれながら、日本人にはとっつきにくいギリシア神
話。著者は多種多様な物語の中から、著名なエピソードを取り上げ、初めての
人も楽しめるように、想像力も働かせて、わかりやすく語っている。

46

パルモア病院日記―三宅廉と二万人の赤ん坊たち

中平邦彦 新潮文庫 490:BN
神戸市元町にあるパルモア病院の院長・三宅廉博士の、新生児医療というラ
イフワークを追ったノンフイクシヨン。自分が無事に育っていることに、感謝
せざるを得ないだろう。

47

フランクリン

板倉聖宣 仮説社 289:F
人間にはあらゆる可能性があります。個性があります。その可能性、個性を
痛快に体現した人物がこのフランクリン。アメリカ 100 ドル紙幣に肖像が描か
れているくらい、アメリカで愛されている人物をわかりやすく説明。

48

エイブ・リンカーン

吉野源三郎 ポプラ社 289:R
「奴隷解放宣言」で名高いリンカーンの伝記。彼は少年時代から貧困と戦い、
苦学して弁護士となり、やがてアメリカ合衆国大統領となる。不当な扱いを受
けている黒人の解放に尽力した彼の生涯が情熱的に描かれている

49

詩のこころを読む

茨木のり子 岩波書店 911:I
自身も詩人である茨城のり子が、心に残った詩を自分のことばで紹介する 1
冊。教科書にも載るような名作から「？」と思うような詩までいろんな詩の世
界に触れることができる。なぜ茨木のり子はその詩を選んだのか考えてみよう。

50

活版印刷三日月堂（全 6 巻）

ほしおさなえ ポプラ文庫 913:BH
昔ながらの活版印刷所を営む弓子さんをめぐる物語。1 つの話がおよそ 70 ペー
ジ。あの話で出てきたあの人物が、あの話で語られたあのエピソードがいろん
なところでつながります。読んでいると心が穏やかに。活版印刷所の名前は「三
日月堂」。これは読まないとマズい。

51

坊っちゃん

夏目漱石 新潮文庫 913:BN
幼いときから無鉄砲な坊っちゃんは、やがて教師となって四国に行く。そこ
で教頭の赤シャツや他の教師たちのずるさに腹をたて、鉄拳制裁事件を引き起
こしてしまう。坊っちゃんの生一本な生き方がおもしろい。

52

約束の国への長い旅

篠輝久 リブリオ出版 916:S
第二次世界大戦中、ドイツのヒトラーによって、ユダヤ人の虐殺、迫害が行
われた。日本はドイツとは同盟関係にあった。当時、ヨーロッパにいた日本人
である杉原千畝の物語。個の確立の大切さ。

53

三国志

羅貫中 小川環樹・金田純一郎（訳）岩波文庫 923:BR
3 世紀、劉備、曹操、孫権ら群雄たちが中国の覇者の座を争う。勇壮無比の武将、
知謀の軍師らが展開する気宇壮大な歴史ドラマに読者は引き込まれていくに違
いない。羅貫中の三国志演義の完訳本。
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54

68

西遊記

太陽の子

呉承恩 君島久子（訳）福音館書店 923:G
世界中で愛読されている、あの孫悟空の物語。悟空らを従えて天竺へおもむ
き、経典を持ち帰った高僧玄奘は、7 世紀に実在した人物。邦訳はいくつかあ
るが、本書はその魅力を見事に伝えるものとして、その評価が高い。

灰谷健次郎 理論社 913:BH
太平洋戦争末期、沖縄で何があったか。沖縄返還まで何が起こっていたか。
そして復帰後の今、どうなっているのか。一人の少女の目を通じて本土の日本
人には見えなかった沖縄をこの物語は明らかにしてくれる。

55

69

怪談

小泉八雲 平井呈ー（訳）岩波文庫 933:BH
「耳なし芳ーのはなし」「雪おんな」など、有名な怪談話が収録されている。
日本に帰化したイギリス人ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は、恐ろしくも
物悲しい物語の中に、日本の心を見たにちがいない。

56

赤毛のアン

モンゴメリー 掛川恭子（訳）講談社文庫 933:BM
年とったマシューとマリラ兄妹は、農作業のために男の子の養子をもらおう
とするが、間違って赤毛のやせこけた女の子がやってくる。やがてこの少女ア
ンは、不思議な魅力を発揮し、静かな村に楽しい事件をおこしていく。

57

モルグ街の殺人事件

エドガー・アラン・ポー 佐々木直次郎（訳）新潮文庫 933:P
標題作に登場する素人探偵の C. オーギュスト・デュパンは、シャーロック・
ホームズ、ブラウン神父、弁護士ペリー・メイスン等々の先輩にあたる。近代
小説に推理小説の分野を確立したといわれるポーの短編集。

58

ロビンソン・クルーソー

デフォ一 坂井晴彦（訳）福音館書店 933:D
1719 年に大人の本として出版されたが、長年にわたって世界の子どもたちに
愛読されてきた。28 年間の孤島での自給自足の生活にみられる不屈の精神は、
私たちを励ます。抄訳は多いが、本書は本格的な訳である。

59

ロビン・フッドのゆかいな冒険

ハワード・パイル 村山知義・村山亜土（訳）岩波書店 930:P
12 世紀のころのイギリス、ロビン・フッドはシャーウッドの森に住んで、欲
張りの金持ちをやっつけ、弱い貧乏人の力になって楽しく暮らしていた。今な
お、こんなに痛快な本はめずらしい。

60

思い出のマーニー

ロビンソン 松野正子（訳）岩波書店 933:R
孤独な少女アンナは、海辺の村で不思議な少女マーニーと出会う。村人はそ
んな少女はいないというが……。日常の生活の隣に、実は人間の思いの深さが
生みだす不思議な世界があることを知らされる。

61

ホビットの冒険

J.R.R. トールキン 瀬田貞二（訳）岩波書店 933:T
主人公のビルボ・バキンズ君は、平凡でひっこみ思案のホビット小人である。
ある日、魔法使いに誘い出されて竜にうばわれた宝をとりもどす旅に出る。そ
の大冒険の中で、彼は、しだいに知恵と勇気とを獲得していく。

62

あしながおじさん

ウェブスター 谷口由美子（訳）岩波書店 933:U
孤児院で育ったジュディは、匿名の紳士「あしながおじさん」の援助で大学
に進む。彼女は学生生活でのさまざまなことを彼に書き送る。カレッジを卒業
して初めて彼に出会ってみれは……。

63

モモ

ミヒャエル・エンデ 大島かおり（訳）岩波書店 943:E
「時間どろほう」とぬすまれた時間を人間にとりかえしてくれた女の子のふ
しぎな物語」である。それが幸せと信じて、何かに追われるように忙しく生き
る人々。モモは人間が忘れている大切なものを思い出させてくれる。

64

二年間の休暇

ジュール・ベルヌ 朝倉剛（訳）福音館書店 953:B
15 人の少年達だけを乗せた大型ヨットが孤島に漂着した。そこで彼らは秩序
ある集団生活を始め、自然や海賊と戦い、多くの困難を立派に乗り越える。
「十五
少年漂流記」として知られる冒険小説の完訳本。

65

星の王子さま

サン＝テクジュペリ 内藤濯（訳）岩波書店 953:BS
小さな星にバラの花と住んでいた王子は、ちょっとしたいさかいで旅に出て、
いろいろな星を訪れるうちに、人間社会の悪さを見、バラの園で出会ったキツ
ネのことばから、人間が忘れている大切な愛を知るようになる。

66

ピアニッシシモ

梨屋アリエ 講談社文庫 913:BN
吉野松葉は中学 3 年生。自分のことを平凡だと思っている。かっこいい大人
にはなりたい。しかし今のままの自分でそうなれるか不安に思っている。ある
とき、同じ年のピアノの才能に秀でた南雲紗英に出会ってから……

67

一隅の教育

14 歳からの哲学―考えるための教科書

池田晶子 トランスビュー 104:I
「言葉」
「自分」
「死」
「心」
「家族」
「規則」
「理想と現実」
「友情と愛情」
「恋愛と性」
「メディアと書物」「宇宙と科学」「善と悪」「自由」「宗教」など。身近であり
ながらじっくりと考えることがないテーマを、わかりやすい例を挙げて説明し
ている。「考える」ことなしでは読めない哲学の入門書。

70

君たちはどう生きるか

吉野源三郎 ポプラ社 159:Y
中学生になったコペル君は、さまざまな経験や、周囲の人々の助言によって、
人生の問題、社会の問題などを考えていく。特に「おじさんのノート」は、そ
れらの問題を私たちが考える上でも大きなヒントを与えてくれる。

71

クラバート

プロイスラー 中村浩三（訳）偕成社 943:P
少年グラバートは、荒地の水車小屋で不気味な親方から魔法をならう。3 年
後、正体が明らかになった親方と生死をかけてたたかい、彼が獲得したものは
……。ドイツのスラブ系少数民族ヴェント人の伝説が現代によみがえる。

72

ガリヴァー旅行記

スウィフト 中野好夫（訳）岩波書店 933:S
大人のための文学として、1726 年に刊行されてから今日まで、世界の子ども
たちにも愛読されてきた。1 は「小人国」と「大人国」、2 は「飛び島ラピュタ」
と「馬の国フウイヌム」での奇想天外な事件が語られる。

73

旅をする木

星野道夫 文春文庫 295:BH
18 年の歳月をかけて広大なアラスカを旅し続けた星野道夫は、世界的写真家
としても高名ですが、知る人ぞ知る名文家でもある。アラスカの大地の自然を
感じながら、大きな心で思考してみては。

74

はだか―谷川俊太郎詩集

谷川俊太郎 筑摩書房 911:T
ぼくもういかなきゃなんない / すぐいかなきゃなんない / どこへいくのかわ
からないけど /……/ ひとりでいかなきゃなんない……/ この時代に生きる子
どもの思いが、恐いほど生き生きと伝わってくる。

75

三銃士

A. デュマ 朝倉剛（訳）福音館書店 953:D
フランス 19 世紀の文豪、A. デュマが残した多くの作品の中で、もっとも世
界の人々に愛されてきた作品。パリに出てきたばかりの純情なダルタニアンは、
三銃士と熱い友情に結ばれ、17 世紀の宮廷を舞台に大活躍をする。

76

若草物語

メイザ・メイ・オルコット 海都洋子（訳）岩波書店 933:O
19 世紀半ば、アメリカ東部の町に住むマーチ家は、父が南北戦争にかり出さ
れたあと、四人姉妹と母が逆境にうち勝ち、愛情あふれる理想的な家庭生活を
営んでいく。メグ、ジョー、ベス、エイミー。個性あふれる 4 人の思いやりと
夢が満ちた話。

77

テラビシアにかける橋

キャサリン・パターソン 岡本浜江（訳）偕成社 933:P
米国バージニアの農村で、少年ジェスは、隣に越してきた少女レスリーと出
会う。ジェスは都会育ちのレスリーにはじめはとまどうが、やがて 2 人の理解
は深まり、かけがえのない友情の世界をつくっていく。

78

秘密の花園

バーネット 山内玲子（訳）岩波書店 933:B
主人公のメアリーは両親の愛情を知ることなく育った。その両親を失い、引
き取られた親類の家で彼女はひとつの荒れ果てた花園と出会う。人々や生きも
のに触れ、花々を育てるなかでメアリー自身も何かを取り戻していく。

79

漢字のはなし

阿辻哲次 岩波書店 811:A
世界でもっとも長い歴史をもつ文字である漢字。3000 年の歴史のなかから、
興味深いエピソードを紹介し、漢字文化の面白さを紹介。ビックリするような
漢字の字源も解説。古い話だけでなく、コンピュータと漢字の関係も。

80

万葉のうた

大原富枝 岩崎ちひろ（絵）童心社 911:O
古来、日本人は恋の喜びも、愛する者との離別の悲しみも、みな歌に託して
きた。本書には、そのような万葉びとらの歌を選りすぐって集められている。
私たちの文化の故郷である万葉集の入門書である。

矢内正一 創元社 090:Y
新制中学部初代部長である矢内正一先生による教育観、中学部での実践を記
した 1 冊。イギリスのパブリック・スクールに範をとった、師弟同行のありよ
うがよくわかる。現在の中学部の源流を知ることができる。「女子高校生の悩
みに答える」は約 50 年前とは思えない先進性。
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94

レベル３★★★
81

先生はえらい

内田樹 ちくま書房 370:U
私たちは「えらい先生」に出会うことがいい人生を創り出すのではない。出
会ったすべての「先生」のある面を「えらい」と思うことによって生じてくる
気持ちが学びを広げ、強め、深めていく。どうすれば「えらい」と思える気持
ちになれるかを具体的に説明。

82

指と耳で読む―日本点字図書館と私

本間一夫 岩波書店 016:H
本間一夫が日本初の点字図書館をつくるまでの軌跡。さまざまな困難にぶつ
かるも前向きに取り組んで事を成し遂げた。ハンデキャップをものともしない
姿に勇気と感動をもらえるはず。本間は関学 OB でもあり関学のキャンパスも
登場。

83

ルポ若者ホームレス

飯島裕子、ビッグイシュー基金 ちくま書房 368:I
ホームレスとなった若者は決して働く意思や能力を持たないのではない。働
く場、働く機会を喪失しているだけである。家庭の問題、勤務先の倒産や派遣
切りなど、その原因は人さまざま。そのような状況は、私たちの誰にでも十分
に起こり得るもの。

84

蝉しぐれ

藤沢周平 文春文庫 913:BF
主人公の牧文四郎の成長を描いた作品。主人公が 15 歳のときから話は始まる。
学問や剣術に打ち込む日々。その中で培われた仲間との友情。彼の前にたちふ
さがる大きな苦難。苦渋の日々。そしてほのかでせつない恋。

85

おとうと

幸田文 新潮文庫 913:BK
弟の碧郎（へきろう）は周囲の誤解と持前の意地っ張りから不良になってい
く。3 つ違いの姉のげんにはなすすべもない。碧郎は不治の病に倒れる。しっ
かり者のげんは青春のすべてを弟の看病に力を注いだ。

86

この子を残して

永井隆 アルバ文庫 916:N
1945 年 8 月 9 日、医師である永井隆は長崎で被爆した。診療に力を尽くした
が、病に倒れた。妻は死亡。子ども二人は疎開していたために助かった。自分
は長く生きられない。子どもが成長する前に死んでしまう。あとに残る子ども
のために書き残した 1 冊。長崎に行く者の必読書。

87

ソロモンの指環―動物行動学入門

塩狩峠

三浦綾子 新潮文庫 913:BM
明治末年、北海道旭川の塩狩峠で、暴走する列車の乗客の命を、自らの犠牲
によって救ったー青年の生涯をたどる。これは実在したある鉄道職員がモデル
となっている。聖書の言葉に従った感動の人間ドラマ。

95

路傍の石

山本有三 新潮文庫 913:BY
主人公吾ーは、家が貧しいため、中学進学をあきらめて奉公に出る。そこで
さまざまな苦労を重ねつつ、自らの人生を切り開いていった。吾ーの真摯な生
き方は読者に深い感銘を与える。

96

さぶ

山本周五郎 新潮文庫 913:BY
男前で腕のいい栄二と、愚純だが誠実なさぶの二人の職人の純粋な友情と信
頼。辛苦と挫折を乗り越えて生まれた二人の絆を通じて、人間の真実とは何か
が描かれている。

97

トムは真夜中の庭で

フィリッパ・ピアス 高杉一郎（訳）岩波書店 933:P
おばの家である夜、トムは古い大時計が 13 も打つのを聞く。起きだして裏
口のドアを開けると、いつものみすぼらしい裏庭は美しい庭園になっていた。
少女ハティとの出会いの中で、トムは時間の不思議さを体験する。

98

大きな森の小さな家

ワイルダー 恩地三保子（訳）福音館書店 933:W
北米の「大きな森の丸太小屋」に、主人公のローラ、両親と姉妹が住んでいた。
大自然の中での 1 年間の開拓者生活が、5 歳のローラによって語られる。長編
シリーズの第 1 冊目。

99

TUGUMI つぐみ

吉本ばなな 中公文庫 913:BY
つぐみは美しい女の子。しかし、病弱で意地悪な女の子でもある。従妹の「私」
も含めて、みんな彼女に振り回されている。少女が大人へと変わっていく過程
を「優しさ」をもって描かれた作品。

100

ぼくアホやない人間だ

福井達雨 柏樹社 916:F
重い知恵遅れの子どもたちの施設「止揚学園」。そこで生活する人々の姿を
ありのままに描いたノンフィクション。健康な身体と知能を与えられた私たち
は、この本を読んで何を感じるだろうか。

101

深夜特急

コンラート・ローレンツ 日高敏隆（訳）ハヤカワ文庫 481:BR
世界的な動物学者で、動物好きの著者の家は、動物たちの自由のすみか。か
れらの「ことば」と行動の意味は、共に遊び暮らし、その関係を深める中で明
らかになる。そこに思いもかけない世界がひらける。

沢木耕太郎 新潮文庫 915:BS
自分が住居しているのは「島の上」なんだと意識してみよう。日本海、対馬
海峡の向こうは、香港もインドもパリもローマも陸続き。道もレールもつながっ
ている。ゴキブリが往来できて、人間ができないはずはない。

88

102

ヒマワりはなぜ東を向くか―植物の不思議な生活

水滸伝

瀧本敦 中央公論新社 471:T
ふだんなにげなく見ている植物の生活には、よく考えてみると不思議なこと
でいっぱいだ。「ヒマワリはなぜ東を向くか」「アサガオの花はなぜ朝開くか」
など、植物の不思議な生活をやさしく楽しく紹介。

施耐恩 松枝茂夫（編）（訳）岩波書店 923:S
梁山泊の水辺（水滸）に集まった盗賊たち。「賊」ではあるが、民衆の立場で、
役人や豪族らの暴虐、専横と闘う。宋江を首領とする 108 人の個性豊かな豪傑
たちの活躍が生き生きと描かれている。

89

103

倚りかからず

老人と海

茨木のり子 ちくま文庫 911:BI
「自分」って何だろう。
「個性」って何だろう。考えるきっかけを与えてくれる。
生きる力を与えてくれる。心をゆさぶる洗練された言葉の数々。常に傍らにい
てほしいあなただけの詩を見つけてほしい。

ヘミングウェイ 福田恒存（訳）新潮文庫 933:BH
孤独な老漁夫サンチャゴの釣針に、ある日、巨大なカジキマグロがかかった。
4 日間の格闘の末、やっと老人は勝ったが、持ち帰る途中、獲物はサメに食われ、
持ち帰ったのは骨だけだった。

90

104

羅生門・鼻

影との戦い―ゲド戦記Ⅰ

芥川龍之介 新潮文庫 913:BA
「鼻」の主人公は長い鼻に苦しむ禅智内供、「芋粥」は芋粥を腹一杯食べてみ
たいと願う風釆のあがらない五位の侍。この二つの作品から、主人公と周囲の
人々との人間関係を通して、今日的なテーマを読み取ろう。

ル = グウィン 清水真砂子（訳）岩波書店 930:R
空想の世界アースシーで活躍した、大魔法使いゲドの生涯の物語。『影との
戦い』、『こわれた腕環』、『さいはての島へ』……と続く。青年から老年へ、ゲ
ドの内面の成長のドラマは、現代の魂の危機に迫ってくる。

91

105

小説上杉鷹山

はてしない物語

童門冬二 集英社文庫 913:BD
上杉鷹山は有名な戦国大名上杉謙信の子孫である。江戸時代中期、上杉家が
支配する米沢藩は大きな危機に瀕していた。当主である鷹山は様々な改革を
行っていく。ケネディ大統領も大絶賛したリーダーのあるべき姿。

ミヒャエル・エンデ 上田真而子・佐藤真理子（訳）岩波書店 943:E
10 歳の少年バスチアンは、隠れて読んでいた本の中にすいこまれる。――そ
の物語のファンタジージェン国は、得体の知れない（虚無）に侵され、滅亡寸
前であった。この国の人々はバスチアンに助けを求めていたのだった。

92

106

図書館の神様

瀬尾まいこ ちくま文庫 913:BS
高校の国語教師として赴任してきた清が、その高校の文芸部員である垣内君
と出会って、変わっていくさまを描いている。やさしさが人間の豊かな生活を
生み出すこと、一つの価値観だけに収束されてはいけないことなどを教えてく
れる。爽やかで平易な文章。

93

107

山椒大夫・阿部一族

森鴎外 角川文庫 913:BM
新しい自我に目覚めようとする人聞から、小さな自我を捨てて大きな我に成
長していく姿を描いた「山椒大夫」、殉死の問題を通じて封建社会における人
間性の仰圧を描いた「阿部一族」等を収録。

豚の死なない日

ロバート・ニュートン・ペック 金原瑞人（訳）白水社 933:P
アメリカ・ヴァーモントの貧しい農家の少年ロバートが主人公。厳しい毎日
の労働によって、誇り高く生きる人々が描かれる。かわいがって育てた豚のピ
ンキーと父親の死をこえて、ロバートは 13 歳の大人になっていく。

徳川家康

山岡荘八 講談社文庫 913:BY
著者の山岡荘八は、戦国武将を通じて、人の生き方を非情に描いている。歴
史の教科書に載っていて、世間で話の種になる人たちが、いろんなところで登
場するので興味津々。歴史の勉強にもなる。
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108

あらしの前

ドラ・ド・ヨング 吉野源三郎（訳）岩波書店 933:D
第二次世界大戦の動乱は、オランダの片田舎で平和な生活を送っていたオル
ト医師の一家をものみこむ。続編の『あらしのあと』では、戦後の混乱と虚脱
の中から、彼らは新しい道を見出し、立ち直っていく。

109

あのころはフリードリヒがいた

ハンス・ベーター・リヒター 上田真而子（訳）岩波書店 943:R
第二次世界大戦時に、ナチス・ドイツはユダヤ人を迫害した。貧しさの中にも、
ひたすら人間の善意を信じ、愛し合う人々。
「人間の幸せを引き裂くものは何か」
を、歴史の恐ろしい事実の中から、強く訴えている。

110

第九軍団のワシ

サトクリフ 猪熊葉子（訳）岩波書店 933:S
ローマ帝国支配化にあったブリテン島を舞台とする歴史小説。ブリトン人と
の戦闘で傷つき、軍人としての人生を断念した百人隊長マーカスは、行方不明
となったローマ第九軍団の象徴「ワシ」を求めて危険な旅にでる。

111

わすれられた命の詩

谺雄二 ポプラ杜 916:K
ハンセン病患者は、かつては政府の誤った隔離政策や世聞の偏見・差別によっ
て、故郷を追われ、人間としてのつながりを断たれてしまった。本書は、人間
の命の尊さを信じて生き抜いてきた著者の「自分史」の証である。

112

キング牧師―人権の平等と人間愛を求めて

辻内鏡人、中條献 岩波書店 289:K
公民権運動の父、キング牧師は、非暴力主義により、アラバマ州モントゴメ
リー市の 5 万人の黒人市民を指導し 382 日にわたって戦い続けた。

113

ビジネスマンの父より息子への 30 通の手紙

レベル４★★★★
121

生きることの意味―ある少年の生い立ち

高史明 ちくま文庫 914:BK
第二次世界大戦前、「日韓併合」以後、多くの朝鮮人が日本にやってきた。
この著者もそのような朝鮮人労働者の子どもとして育った。貧困、差別、その
他過酷な状況の中、そこで生きた人の心に目を向けねばならない。

122

生きることの質

日野原重明 岩波現代文庫 490:BH
第一部が「講演」、第二部が「エッセイ」。キーワードは、クオリティ・オブ・
ライフ（Quality of Life，ＱＯＬ）。中学部 OB でもある著者は「生きることの質」
と訳された。もう一つ、ターミナルケアおよびホスピスがある。いのちは量で
はなく質。

123

青春ピカソ

岡本太郎 新潮文庫 723:BO
万博公園にある太陽の塔でも有名な天才芸術家・岡本太郎。その太郎の青春
時代の話。とにかく同じく天才芸術家・ピカソへの愛情が伝わってくる。天才
は天才を知るのか。天才は自分の感情に素直である。自分を飾ることはしない。

124

祭りの場

ギヤマン ビードロ

林京子 講談社文芸文庫 913:BH
長崎で被爆した作者の、とくに被爆して生きながらえた者の「恐怖」を通し
ての怒りのメッセージ。頭ではわかっていたことだが、被爆した人たちは広島
であれ長崎であれ、一様に起こった事実に「怒り」、そして未来に対して「祈っ
て」いる。

125

黒い雨

キングスレイ・フォード 城山三郎（訳）新潮文庫 335:BU
父親とは、何と深い愛情と多くの伝えたいことを子どもに対し持っているこ
とか。この本を読むと、著者の息子への真撃な態度に心を打たれると共に、自
分自身も父親と対話をしているような気にさせられる。

井伏鱒二 新潮文庫 913:BI
原爆を直接受けなかった娘が、原爆が炸裂したあとに降った黒い雨にあたり、
一生を台無しにしてしまった。風化が進むなかで、被爆二世などと言われ、就
職や結婚がうまくいかない人も大勢いた。原爆の被害は、直接的被害だけでは
ない。

114

126

ビジネスマンの父より娘への 25 通の手紙

キングスレイ・フォード 城山三郎（訳）新潮文庫 330:BU
父から娘への愛情が感じられる本。ビジネスの仕方や生き方を学ぶことがで
き、それ以上に親から子へのあたたかさが感じられる。親に感謝したくなるは
ず。

115

赤い子馬

スタインベック 西川正身（訳）新潮文庫 930:BS
アメリカ西部の牧場じ住むジュディ少年は、愛する子馬の死を通して、はじ
めて「なぜ」という疑問に接する。主人公の成長の物語は作者の自伝でもある。
「贈り物」「大連峰」「約束」「開拓者」の 4 編から成る。

116

一千一秒物語

稲垣足穂 新潮文庫 913:BI
お月様とけんかしたり、星におそわれたり……。詩のように雰囲気を感じ取っ
てほしい。その世界、その宇宙を頭の中で描こう。あの三島由紀夫が絶賛した
中学部卒業生の稲垣足穂によるファンタジー。

117

海底ニ万海里

ジュール・ベルヌ 清水正和訳 福音館書店 953:B
海洋に出没する怪物……それは潜水艦ノーチラス号であった。その艦長ネモ
は科学を駆使して海底王国をつくっていた。SF の創始者ベルヌの「世界」は、
今もその光を失っていない。

118

ジャズ・カントリー

ナット・ヘントフ 木島始（訳）晶文社 933:H
トランペットに夢中になった主人公トムは、ジャズ・ミュージシャンになり
たいと思った。人種差別とたたかい、自分自身の表現を激しく求めるプロのジャ
ズメンのなかで、白人の少年は何を感じ、何を考えたか。

119

科学と科学者のはなし―寺田寅彦エッセイ集

池内了（編） 岩波書店 900:I
文学者（漱石の弟子）、科学者（専門は物理学）、芸術家（多くの絵を遺して
いる）。色んな肩書きを持つ寺田寅彦。彼の様々な才能が結合、調和したエッ
セイである。才能だけではなく、人間味まで伝わってくるのがいい。

120

指輪物語

J.R.R. トールキン 瀬田貞二（訳）評論社文庫 933:BT
『ホビットの冒険』のピルボが手に入れた、身をかくす不思議な指輪は、甥
のフロドに受け継がれていた。冥王サウロンが世界を支配するために、それを
奪おうとするところから、大きな戦争に巻き込まれていく。

潮騒

三島由紀夫 新潮文庫 913:BM
歌島という小さな島で、久保新治は見知らぬ少女の初江と出会う。その後も
再会するたびに恋仲になる。ある嵐の日、二人は人里離れた場所で待ち合わせ
をして……。発表後、何度も映画化された、三島作品のなかでは比較的わかり
やすい作品。

127

風と共に去りぬ

ミッチェル 大久保康雄、竹内道之助（訳）新潮文庫 933:BM
南北戦争と戦後の復興を背景に描いた、アメリカ女流作家ミッチェルによる
恋愛小説。16 歳のスカーレット・オハラは美人でお金持ちでわがままな女性。
結婚相手に決めていたアシュリーが、別の女性と結婚することを知って…。繰
り返し映画化、舞台化された名作。

128

赤と黒

スタンダール 小林正（訳）新潮文庫 953:BS
貧乏な神学生ジュリアン＝ソレルが名士の家の家庭教師になり、特権階級に
復讐するために野心をもって社会的地位を得ようとする。
「赤」は（軍人の）名誉、
「黒」は（教会の）権力をあらわす。

129

レ・ミゼラブル

ヴィクトール・ユゴー 西永良成（訳）ちくま文庫 958:BY
一切れのパンを盗んだために 19 年間を牢獄に過ごしたジャン＝バルジャン。
19 世紀フランスの激動する社会を背景に波乱万丈の物語が展開する。人間の無
知と悲惨を描き、近代社会を告発する書となっている。

130

後世への最大遺物・デンマルク国の話

内村鑑三 岩波文庫 190:BU
明治から昭和初期にかけて活躍した、日本を代表するキリスト者、内村鑑三
の講演録。人聞が後世に遺すことのできる最大の遺物は、
「勇ましく高尚な生涯」
であるとして、人生の意味・目的を明快に述べている。

131

貧しき信徒

八木重吉 新教出版社 190:Y
「貧しさ」をくぐって宿る神の世界。「信じる」ことによって味わえる神との
一致。29 歳で世を去った作者の境地がひらがな中心の詩になった。まさにいの
ちの叫び。いのちに対するやさしさと厳しさに出会ってほしい。

132

ロウソクの科学

ファラデー 矢島祐利（訳）岩波文庫 430:BF
ファラデーが 1860 年、少年少女のために講演したものを、親友の物理学者ウィ
リアム・クルックスが編集した。この本を通して、科学はむずかしいものでは
なく、おもしろいものであることがよくわかる。

133

空気の発見

三宅泰雄 角川文庫 430:BM
空気とは一体何だろう。この本は、多くの科学者の研究の姿を紹介しながら、
空気の実にさまざまな姿を教えてくれる。ふだん気にもとめないことが、素晴
らしく科学的なことであるのに驚くだろう。
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134

148

ゾウの時間ネズミの時間―サイズの生物学

狭き門

本川達雄 中央公論新社 481:M
動物が変われば時間も変わる。時間は絶対不変ではない。そんなバカな！と
思うだろう。しかし心の底では「そういえば……」と思いあたることもある。
物理学中心に物事を考えてきた都会人に、自然の不思議と巧妙を紹介する。

ジッド 山内義雄（訳）新潮文庫 953:BJ
感受性の強い少年ジェロームは、従姉のアリサに心惹かれた。しかし彼女は
人間の恋を捨て、信仰に生きているようだ。アリサの死後、彼女の日記を見て、
はじめてアリサの人間的な愛と苦悩を知った。

135

149

うたの心に生きた人々

マルティン・ルター―ことばに生きた改革者

茨木のり子 ちくま文庫 911:BI
人はなぜ詩を書くのか。短いことばの背景にはその人の生きた証がある。4
人の詩人を取り上げ、詩から伝わってくるメッセージの力強さを解き明かす。
詩が好きな人も嫌いな人も是非一読を。

徳善義和 岩波書店 198:T
平易な言葉でつづられたルターの評伝。そこに込められた意味は二重にも、
三重にも。
「ことばに生きた」ルターの評伝にふさわしい。民衆に聖書の「ことば」
を伝えることに徹したルターのさまが伝わってくる。

136

150

青が散る

宮本輝 文春文庫 913:BM
すぐ隣の大学では学生たちが楽しそうにキャンパスライフを送っている。そ
んな姿を目にするみなさんは、将来の自分の姿と重ね合わせているのではない
でしょうか。この作品にはまさにそんな姿が描かれています。阪神間で育ち、
現在も伊丹に住む宮本輝の代表作。

137

海と毒薬

遠藤周作 新潮文庫 913:BE
二次世界大戦末期、九州の大学病院で行われた生体解剖を題材とした作品。
人間にとって「罪」とは何か。「罰」 とは世間の冷たい視線だけなのか。私た
ちが生きていく中で、常に背負わなければならない問題がそこにある。

138

吾輩は猫である

夏目漱石 新潮文庫 913:BN
『坊っちゃん』に次いで中学生にも愛されてきた漱石の作品。苦沙弥先生の
ところへ迷い込んで飼われている猫が、その見たところを描いてみせる。その
笑いは上質、その批判は痛烈で、今なお、共感を呼ぶ。

139

はつ恋

ツルゲーネフ 神西清（訳）新潮文庫 983:BT
16 歳のウラジミールは、不思議な魅力を持った隣家の娘ジナイーダに恋心を
いだく。しかし、彼女の愛人が自分の父であることを知ったときの驚き……。
深い哀愁をたたえつつ青春の心の遍歴を詩的に描いた作品。

151

若きウェルテルの悩み

ゲーテ 高橋義孝（訳）新潮文庫 942:BG
純情多感な青年ウェルテルは、親友のいいなずけロッテにひたむきな恋をし、
苦悩の果てに自らの生命をたつにいたる。若きゲーテ自身の体験による作品で、
その青春の心理描写は時代をこえて人々の心をとらえてきた。

152

友情

武者小路実篤 新潮文庫 913:BM
脚本家の野島と作家の大宮は厚い友情で結ばれていた。そのような二人が同
じ女性を愛してしまった。青春の友情と恋愛を描く。

153

キャッチャー・イン・ザ・ライ（ライ麦畑でつ
かまえて）

次郎物語

下村湖人 新潮文庫 913:BS
次郎は里子に出されていたが、実家に帰る。しかし実の母は次郎に対して厳
しく、冷たい。次第に性格もゆがんでいく次郎であったが、母の死によってそ
の愛を知った。

J.D. サリンジャー 村上春樹（訳）白水社 933:S
学校を退学となった 16 歳のホールデンが、切れ味鋭い語り口でその後の生
活を語っている 1 冊。10 代の若者が必ず通る思春期独特の精神性をうまく表現
している。このホールデンの姿を見て、あなたはどう思うか。

140

154

橋のない川

住井すゑ 新潮文庫 913:BS
誠太郎と孝二の兄弟は、部落民としてゆえなき差別を受ける。彼らは過酷な
差別と闘い、愛を失わずに、たくましく成長していく。第七部まで続く、作者
が生涯をかけた大長編。

141

阿Ｑ正伝・狂人日記

魯迅 竹内好（訳）岩波文庫 923:BR
第二次世界大戦後の中国は、それまでと大きく変わって、日本からは非常に
遠い関係の国となった。中国がなぜこのように変化したのかを正しく知るため
にも、ぜひ、魯迅（ろじん）の作品を読んでほしい。

142

野生の呼び声

ジャック・ロンドン 大石真（訳）新潮文庫 933:BR
セント・バーナードとシェパードの血を受けた飼犬バックは盗まれてアラス
カでソリ犬として酷使される。次第に野生に目覚め、ついには狼の群れの中に
身を投じる。

143

ザ・ギバー―記憶を伝える者

ロイス・ローリー 掛川恭子（訳）講談社 933:R
人間の争いや悩みや苦しみのよってきたるところを、すベて取り除いたかに
みえる近未来社会。主人公ジョーナスが、12 歳で人々が失った記憶を伝えられ
る者となったとき、この社会の真実をみ、ある行動を決断する。

144

車輪の下

ヘッセ 高橋健二（訳）新潮文庫 943:BH
ハンスは優秀な少年であり、神学校合格という栄誉を手に入れるのだが、学
友との出会いにより、自己の主体性の欠如を知り悩む。子供の心を押しつぶす
学校や教育者とその渦に巻き込まれた少年を描く、自伝的小説。

145

貧しき人々

ドストエフスキー 木村浩（訳）新潮文庫 983:BD
うらぶれた小心な中年官吏と薄倖の少女が交わした書簡。そこには、貧しさ
や多くの苦悩にあえぎながらも、限りない愛とお互いに対する尊敬の念が満ち
あふれでいる。作品を貫く大きな愛の精神にふれてほしい。

146

宮本武蔵

吉川英治 講談社文庫 913:BY
与えられた生を自分の生として、主体的に引き受けざるを得ない時期を迎え
ているあなたにとって、武蔵の生涯は忘れられないものとして記憶の中に残る
に違いない。話の展開のおもしろさに引き込まれる書である。

147

眠れなくなる宇宙のはなし

佐藤勝彦 宝島 SUGOI 文庫 440:S
今でも宇宙にはたくさんの謎があることを知ることができる。宇宙はまだま
だ未知な世界。未知な世界だからこそ、人間は知りたくなる。考えたくなる。
神様の存在とからめたくなる。人間の宇宙観の歴史は、哲学やキリスト教と密
接に関わっている。

155

山月記・李陵 他九篇

中島敦 岩波文庫 913:BN
友を弁護したために、漢の武帝の逆鱗にふれて宮刑に処せられた司馬遷を描
く「李陵」、自尊心とその裏返しの差恥心によって、とうとう虎に変身した男
を描く「山月記」。中国の古典に題材を得た中島敦の珠玉の短編集。

156

野火

大岡昇平 角川文庫 913:BO
レイテ島の戦場で敗走する「私」は食物や水に困窮し、ついには人肉すら口
にする。その間の精神の葛藤が、衝撃的な場面の描写を通じて、克明に掘り下
げられている。極限状況にある人聞をリアルに描いた作品である。

157

赤ひげ診療譚

山本周五郎 新潮文庫 913:BY
舞台は江戸時代の小石川養生所。幕府がつくった貧しい人々に対する無償の
診療所である。主人公は見習い医師の保元登。登が関わる人たちは、立派な人
間もいれば、どうしようもない人間もいる。人を救うことのむずかしさ。

158

小説太平洋戦争

山岡荘八 講談社文庫 913:BY
あの戦争のまっただ中を生きた世代の、自らに正直な作品として読んでほし
い。著者は一人の物語作家として、「この民族未曽有の悲劇の粗筋だけは、当
時の日本人の感情で」伝え得たのではないか、と書いている。

159

ヒロシマノート

大江健三郎 岩波書店 914:O
原爆の悲劇は、今なお続いている。1963 年夏、広島を訪れた著者の見たもの
は、被爆から十数年後のある日、突如として死の宣告を受ける被爆者たちの「悲
惨と威厳」に満ちた姿であった。

160

アンネの日記

アンネ・フランク 深町民理子（訳）文春文庫 949:BF
ナチスのユダヤ人迫害を逃れ、アンネの一家は屋根裏部屋に隠れ住んだ。本
書は、その 13 歳からの 3 年間の彼女の日記である。希望を失わない彼女の強
い心とともに、少女の成長が心をうつ。

変身

カフカ 高橋義孝（訳）新潮文庫 943:BK
外交販売員としてごく普通の生活を送っていたグレゴールは、ある朝目覚め
ると自分が一匹の巨大な虫に変わっているのを発見する。周囲の人から疎まれ、
少しずつ人間性を失っていく内面の変化に注目したい。
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173

レベル５★★★★★
161

本を読む本

M.J. アドラー、C.V. ドレーン 外山滋比古、槇未知子（訳） 講談社学術文庫
019:BA
「初級読書」「点検読書」「分析読書」「シントピカル読書」の 4 段階での読書
を提唱している、読書術の古典的名著。読書を自分の成長につなげたい人、難
解な名著にチャレンジしたい人、質の高い読書をしたい人は必読。

162

知的生産の技術

梅棹忠夫 岩波書店 002:U
今から 50 年以上前に、今日の情報化社会を予言した梅棹忠夫の大ベストセ
ラー。情報カード（京大式カード）をつかった情報整理・活用技術の原理その
ものは、今も色あせることはない。情報とは何か？ 本質を考えるきっかけの 1
冊。

163

キリスト教を問いなおす

土井健司 筑摩書房 190:D
今の世の中を生きている。これからの世の中を生きていく。ある程度キリス
ト教について知っている。これからもキリスト教について学んでいく。大学生
が発する素朴な疑問にも共感できる点が多くあるのでは。それらの疑問に明快
に答えていく 1 冊。

164

死ぬ瞬間―死とその過程について

エリザベス・キューブラー・ロス 鈴木晶（訳）中公文庫 146:BK
死にゆく人間が、どのように死の現実と向き合ってきたのか。死と直面した
ときにどのような感情を抱き、死をどのようにとらえてきたのか。死と向き合
うことで見えてきたものは何か。死にゆく過程における人間の抱く感情に関し
て分析、調査したレポート。

165

日本の歴史をよみなおす

網野善彦 ちくま文庫 210:A
歴史は資料がなければ成り立たない。文字が書かれた古文書、木簡はもちろ
ん、絵が描かれている絵巻物の類、発掘された遺跡、遺構、遺物、庶民の間で
伝わっている風習や伝説、それらについての研究者の業績（二次資料）。たく
さんの資料を駆使して、明らかになる歴史。

166

自分のなかに歴史をよむ

阿部謹也 ちくま文庫 230:A
「人間と人間の関係」の大きな変化がヨーロッパに転換期をもたらせた。こ
の変化に大きく関わってくるものがキリスト教である。キリスト教はそれまで
の人々の「大宇宙・小宇宙」観を崩し、生と死に対する考え方を変え、そして
新しい人間関係を成立させた。

167

単純な脳、複雑な「私」

池谷裕二 講談社 491:I
脳の外側からの客観的な実験によってのみしか、私たちは自分の脳にだまさ
れずに、その機能を理解する方法はない。世の中にあふれる「脳科学」は一見
科学の顔をしながら、実のところ哲学や文学であることを知るだろう。

168

ハチはなぜ大量死したのか

ローワン・ジェイコブセン 中里京子（訳）文春文庫 647:BJ
環境問題を、ミツバチの大量失踪というセンセーショナルな例を用いて、
資本主義経済と人間社会のあり方という枠組みで考えさせる 1 冊。原題の
「Fruitless Fall」は、レイチェル・カーソンの「Silent Spring（沈黙の春）」
にかけたもの。

169

沈黙の春

一九八四年

ジョージ・オーウェル 高橋和久（訳）ハヤカワ epi 文庫 933:BO
同じオーウェルの『動物農場』とともに読んでおきたい 1 冊。現代にも影を
落としている東西冷戦。その「東」の代表格であるソビエトを強く意識して書
かれている。「ビッグブラザー」の話を聞く監視社会。村上春樹『1Q84』では「リ
トルピープル」が登場。

174

この国のかたち

司馬遼太郎 文春文庫 210:BS
司馬遼太郎独特の歴史観、人物観から描かれた日本、指して日本人論。日本
を知るとともに、「国」という抽象物が、生きた人間の形作っている具体物で
ある、という感を強く持つことだろう。

175

古都

川端康成 新潮文庫 913:BK
京都を美しさを背景に、一卵性双生児姉妹の運命を描いている。職人の子と
して生まれ、同じ容貌を持ち、似たような気性を受けながら、別々の環境で育っ
てきた二人は別々の運命をたどる。

176

砂の器

松本清張 新潮文庫 913:BM
社会派ミステリーという新しい分野を開拓した松本清張の代表作。何度も映
画化、テレビドラマ化されている。反権威の進歩的なグループ、日本の方言の
豊かさ、ハンセン病への偏見、そして戦災。さまざまな社会的事象が推理のポ
イントとなっています。

177

砂の女

安部公房 新潮文庫 913:BA
海外でも評価が高く、たくさんの言語に翻訳されている安部公房の代表作。
昆虫採集のために海辺にやってきた仁木順平は、海辺のある民家に泊まるよう
にすすめられる。その民家には女が住んでいて、ほっておくと砂に埋もれてい
く民家だった。

178

智恵子抄

高村光太郎 新潮文庫 911:BT
高村光太郎が妻の智恵子に関して書いた詩、短歌、散文を集めたもの。人を
愛するということは？ たとえば「あどけない話」。「智恵子は東京に空が無い
といふ。／ほんとの空が見たいといふ。／私は驚いて空を見る。……」

179

嵐の中の教会

ブルーダー 森平太（訳）新教出版社 195:B
ナチス政権によるドイツ福音主義教会支配と、それに対する抵抗の史実が描
かれている。政治に無関心であった教会が、なぜ、時の政府に反抗せざるを得
なかったのかということを、現代の問題として考えてほしい。

180

史記―中国古代の人びと

貝塚茂樹 中央公論新社 222:K
科学的な視点で編纂された最古の歴史書は、司馬遷の『史記』である。本書
はその中でも特に興味深い部分を読みやすくリライトし、解説を加えたもので
ある。壮大な歴史の舞台で活躍する人物像がありありと浮かんでくる。

181

福翁自伝

福沢諭吉 岩波文庫 289:BF
近代日本の思想、文化に絶大な影響を与えた福沢諭吉の自伝。生涯にわたる
思い出やエピソードを通して、新しい世にかけた諭吉の熱意が随所に表われて
いる。常に野にあって独立を貫いた精神の歩みの記録である。

182

ゼ口から無限へ

レイチェル・カーソン 青樹簗一（訳）新潮文庫 519:BK
化学物質の危険性について世界ではじめて告発した 1 冊。農薬や殺虫剤など
が大量に使用されたとき、生態系のバランスが崩れてしまう。それに危機感を
おぼえた著者が批判にさらされながらもこの本を世に送り出した。

C. レイド 芹沢正三（訳）講談社 410:R
毎日使っている数について、昔の人たちはいろいろな性格を与えた。約数、
素数という言葉は知っているが、完全数とか友愛数について知る人は少ない。
エピソード、学問的な内容をおり混ぜ、興味深くまとめた本である。

170

183

読書について

他二篇

ショウペン・ハウエル 斎藤忍随（訳）岩波文庫 134:BS
すでに読書の習慣がついているみなさんに読んでほしい 1 冊。この本にある
名言「良書を読むための条件は、悪書を読まぬことである。人生は短く、時間
と力には限りがあるからである。」。これをどうとらえるか。そこから質の高い
読書生活がリスタートします。

171

184

大地の子

山崎豊子 新潮文庫 913:BY
残留孤児である陸一心は、教師である養父に拾われて、大学教育まで受ける
が、日本人であるために常に困難に直面する。文化大革命中はスパイ容疑で罪
に問われるも、日中間の国交が回復すると、語学力と技術力がかわれ日中合作
の製鉄所建設に参加する。

172

高慢と偏見

ジェイン・オースティン 小尾芙佐（訳）光文社古典新訳文庫 933:BO
田舎町に住むベネット家の娘たちの結婚物語。とくに次女エリザベスが「ミ
スター・ダーシーは高慢である」という偏見を捨て、嫁いでいく過程を中心に
描いている。ありふれた人間の欠点を鋭く観察している 1 冊。

落語と私

桂米朝 文春文庫 779:BK
落語はすぐれた日本の芸能の一つである。この機械文明が発達した世の中で、
たった一人で聴衆を笑いの世界に引き込む話芸には驚嘆のほかない。しかしそ
の名人芸の背後には、厳しい修練があった。

啄木歌集

石川啄木 岩波文庫 911:BK
啄木の歌はまさに彼の呼吸が言葉になったものである。啄木は日本の近代文
学において、自己の信条と文学が一致した唯一人の詩人であろう。日本近代文
学の超克者ともいえる啄木の歌をじっくりと味わってほしい。

185

出家とその弟子

倉田百三 新潮文庫 912:BK
許されぬ恋に陥り、宗教者であることとの葛藤に苦しむ善鸞。我が子善鸞を
勘当せざるをえなかった親鸞。親鸞の弟子、唯円もまた恋と宗教の狭間で悩む。
我々が宿命的に抱える「業」の問題が示されている。
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186

199

苦海浄土

チボー家のジャック

石牟礼道子 講談社文庫 916:BI
故なくして障害を与えられ、人なみの楽しみを楽しめない人たちの心に、私
たちのすでに失った、素朴な感動と生き方があることを語り、人間本来のもつ
すばらしさに気づかせてくれる。

マルタン・デュ・ガール 山内義雄（訳）白水社 953:M
フランスの中流社会の常識を忠実に守って生きるチボー氏と、それに抵抗し
自由を求めるジャック。ジャックの精神の遍歴は、子供から大人へはばたきつ
つある私たちに何かを示してくれるに違いない。

187

200

沈黙

罪と罰

遠藤周作 新潮文庫 913:BE
キリシタン禁制の鎖国日本、島原の乱が鎮圧されて問もないころに、ひそか
に上陸したポルトガルの司祭。やがて捕われ、日本人信徒たちの殉教に接し、
苦悩のうちに背教の淵に立たされる――。神の存在を問う作品。

ドストエフスキー 江川卓（訳）岩波文庫 983:BD
高利貸しの老婆を殺した、貧しい学生ラスコーリニコフは独自の哲学でその
犯罪を正当化する。しかし、神の前ではその理論も無力で、彼は良心の阿責に
苦しむ。彼の魂の遍歴は、神に救いを求める人々のそれでもある。

188

先生がすすめる一冊

天平の甍

井上靖 新潮文庫 913:BI
天平の昔、唐の学問と仏教を学ぶために 5 人の若い僧たちが荒波を渡った。
彼らは日本に正統の仏教を伝えるべく鑑真を伴なって帰朝しようとするが、何
度も嵐にあって失敗した。歴史の大きなうねりと人間を描く秀作。

189

世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド

村上春樹 新潮文庫 913:BM
現代日本文学を代表する作家である村上春樹の作品の中で、最も完成度が高
いと評される作品。いろんな作品のモチーフとされているパラレルワールド形
式です。多感な中学生には十人十色の解釈ができるはず。

190

銀の匙

中勘助 岩波文庫 913:BN
この本には、大人が回想した子供時代の記憶ではなく、子供の目が見、子供
の心が感じた子供の世界が、不思議なほど鮮やかに描かれている。今や忘れ去
ろうとする大切なものを、再び自分の中に発見することだろう。

191

こころ

夏目漱石 新潮文庫 913:BN
大正時代、学生はこの新聞小説を待つのももどかしく読んだ。青春のほとば
しり、純粋であるが故の悩みを、これほど苦しく、むごたらしく正確に描く人は、
漱石をおいてはいない。人生の核を形成する文学である。

192

破戒

島崎藤村 新潮文庫 913:BS
主人公は瀬川丑松（うしまつ）。被差別部落出身の女性。素性を隠して生き
よという父の戒めを守って生活をしていた。丑松は小学校教員となり、同じく
被差別部落出身の運動家の活動に刺激を受ける。やがて丑松は父の戒めを破っ
てしまうのだが…。

193

極限の中の人間

尾川正二 筑摩書房 916:O
かつて高等部で教鞭をとられた尾川先生が、あえて記されたニューギニア戦
線における体験記である。戦場における極限的状況の中で人間の心はどうか、
部隊の中で唯一生き残った者の思いはどうなのだろうか。

194

嵐が丘

エミリー・ブロンテ 鴻巣友季子（訳）新潮文庫 933:BB
主人公ヒースクリフとキャサリンの激しい愛と憎しみの物語。ヒースクリフ
は「嵐が丘」屋敷に拾われる。養父の死後、その息子のヒンドリーに虐待され、
熱愛していた養父の娘キャサリンに裏切られ、復讐を企てることに……。何度
も映画化されている名作。

196

バラバ

ラーゲルクヴィスト 尾崎義（訳）岩波書店 949:BR
イエスが処刑されようとするとき、過越の祭りの慣習に従って一人の強盗が
許されて死を免れた。彼は、自分の身代りとなったイエスを決して受け入れよ
うとはしなかったが、イエスを否定し続けることができなくなる。

197

198

202

白バラは散らず―ドイツの良心ショル兄妹

インゲ・ショル 内垣啓一（訳）未来社 234:S
ショル兄妹はナチス政権下、ミュンヘン大学を中心として反ナチズムの抵抗
運動を展開した。彼らは、
「ドイツの良心」、信仰と人間性の徴であった。
「白バラ」
は今なお、ドイツの大学人たちの心に強く残っている。

心に太陽を持て

山本有三（編）著 新潮文庫 914:BY
この本は、『路傍の石』の吾ーのような苦しい人生の戦いを生き抜いてきた
山本有三が、人間はどう生きるべきかを問いかけた世界の逸話を集め、加筆し
たものです。人間、生きていれば、悲しいことや昨しいことや、つらいことに
出会います。そのとき、家に閉じこもっていても、布団にもぐっていても、何
も解決しません。自分自身でその背境を来り越えてゆかなくてはならないので
す。ならば、明るく、希望を持って乗り越えてゆく方がいいですね。そうすれ
ば、どんなことがあっても平気で、立ち向かっていく勇気が涌いてくるはずで
す。同じ境遇でも、気の持ち方ひとつで、明るくも暗くもなるものです。この
本を読んで、どうすれば力強く生きてゆけるのかを考えてみてください。

203

父の詫び状

向田邦子 文春文庫 914:BM
学生のころ初めて読み、今なお心に残るエッセイ集です。著者の向田邦子さ
んは、現在のホームドラマの基礎をきずかれた放送作家です。この本には、著
者が子供だったころの家族の思い出が、優しさの中にユーモアを交えて綴られ
ています。一家の大黒柱として威張る厳しい父、でも照れ屋で、不器用な心遣
いをする姿がほろにがい笑いを誘います。また、そのような父を支える凛とし
た母の姿が印象的です。昭和の時代の一般的な家族の生活がえがかれたエッセ
イ集ですが、読みやすく書かれています。読んだ後、少しだけ切ないような温
かさに包まれる、そんな気持ちがする本です。ぜひ読んでみてください。

銀河英雄伝説

田中芳樹 創元 SF 文庫 913:BT
SF 小説の傑作として有名な作品です。宇宙戦艦による艦隊決戦や巨大な宇宙
要塞の攻略戦などスケールの大きな戦いが繰り広げられますが、それ以上に人
間同士のドラマが魅力的です。数多くの英雄が登場し、三勢力が争うという点
では『三国志』に似ていますが、『三国志』と違って三者の政治体制はバラバ
ラです。自由惑星同盟 ( 民主主義による共和国 ) と銀河帝国 ( 専制君主による
独裁国 ) が二大勢力として軍事衝突をする間で、フェザーン ( 軍備を持たない
小さな自治領 ) が経済力と情報力で両者を操ろうとしています。さらに、地球
教 ( 三勢力全てに根を張る怪しい宗教団体 ) が宗教の力で世界を支配しようと
企んでおり、銀河は混迷を極めています。そんな中、同盟のヤンと帝国のライ
ンハルトという 2 人の天才軍人の出現により、時代が大きく動いていきます。
ヤンは歴史家になることと平和な年金生活とを夢見ており、ラインハルトは親
友キルヒアイスとともに皇帝への復讐を企んでいます。争う理由がなさそうな
二人なのですが、時代の流れにより良きライバルとなり、銀河の歴史を動かし
ていきます。自由惑星同盟は堕落した政治家、偏向したマスコミ、政治に無関
心な市民により、民主主義の危機的状況にあります。まるで、どこかの国のよ
うに……。宇宙戦争を通じて政治の仕組みを学べる面白い作品ですので、ぜひ
読んでみてください。

205

夜と霧

フランクル 池田香代子（訳）みすず書房 946:F
アウシュヴィッツ強制収容所を生き抜いた精神医学者による感動的な体験記
録。極限状況におかれた人間の心理過程を描き、人生を生き抜く力の源が「精神」
であることを見い出す。人間の尊厳とは何か、愛とは何かを問う。

美しい人に―愛はほほえみから

渡辺和子 PHP 文庫 159:W
この本は、私がとても悩み落ち込んでいたときに、友人が贈ってくれた 1 冊
なので、皆さんにも紹介したいと思い推薦しました。「きれい」「かっこいい」
はスタイル、容姿、ファッションセンスから判断されるもかもしれません。し
かし「きれい」「かっこいい」とは次元の違う「美しい」とは美しい人として
の姿、心を表すのではないでしょうか ? 著者の渡辺和子さんは、9 歳のときに 2・
26 事件で父親が銃弾で倒れるのを目の当たりにするといった壮絶な経験をされ
ています。銃弾が飛び交うなかで、怪我ひとつせず助かったご自分の命の意味、
「何のために生かされたのか」を追求され、修道女となられたそうです。悩み、
苦しみに耐えられた、渡辺和子さんの言葉だからこそ、読む者に温かい気持ち
と一歩を踏み出す勇気を与えてくれるのではないかと思います。

204

新唐詩選

吉川幸次郎・三好達治 岩波書店 921:Y
和歌とともに、漢詩（中国の詩）は日本人に親しまれてきた文学である。本
書は唐時代の詩人のなかでも特に優れた杜甫、李白、王維らの作品を集めてい
る。これら朗々と歌われた詩に、大きな魅力を感じるに違いない。

195

201

カラフル

森絵都 文春文庫 913:BM
大きな過ちを犯して死んだ罪な魂が、輪廻のサイクルに戻るチャンスを得て、
自殺した少年の体にホームステイするお話です。もし、誰か見知らぬ人の体に
ホームステイして生きていくとしたら、あなたはどのように生きていきます
か？この本は、肩の力を抜き、なおかつ強く生きていこう、そう思わせてくれ
る本です。以下は本の一節です。
「せいぜい数十年の人生です。少し長めのホー
ムステイがまたはじまるのだと気楽に考えればいい」。

206

怒ろう

パット・パルマー Disk Potato House（訳）、広瀬弦（画）径書房 159:P
わたしたち人間には、さまざまな感情があります。「喜怒哀楽」は人間の４つ
の基本的な感情です。それは自然にわいてくるものです。
「怒りを感じたくない。
悲しみを感じたくない。」と思っても止めることはできません。なぜならそれは、
自分の経験が脳を刺激した結果、生まれたものだからです。 追いやった感情
は行き場を失って、また違うやっかいな形で自分に向かってくることになるで
しょう。そうなる前に、自分の感情を自分で引き受けて、うまくつきあって行
くことが大切です。この本は、「怒る」とはどういうことか、「怒る」のがどう
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して大切なのかをメッセージにしてわたしたちに伝えてくれています。そして、
上手に「怒る」ことを薦めています。自分にとって、あつかいにくい感情ほど、
私たちは大切にする必要があります。ひじょうに短いメッセージですが、自分
のことを少しふりかえって、考えてみるきっかけにしてはいかがでしょうか。

207

水を縫う

寺地はるな 集英社 913:T
「実際、中学生までの僕はいつもひとりだった。母や祖母を心配させないよ
うに、高校に入ったら友だちをつくるためにがんばってみようと思ったことも
ある。でも自分の好きなことを好きではないふりをするのも、好きではないこ
とを好きなふりをするのも、すごくさびしい行為だと気づいた。だから僕は刺
繍をやめなかったし、無理して周囲に合わせるのもやめた。」(P.201-202） こ
れでいいんですよ。あなたの代わりは誰もいません。周りにや時代に流されず、
あなたが好きなことをとことん追い求めてください。

葉 ) この物語は、明治 31 年、太平洋上で遭難した 16 人の日本人が無人島で生
き抜いていく様子を、実話にもとづいて描いたものです。長い夜、若い船員が
暗閣の中で孤独に負けてしまわないように、夜の見張りを買って出る最年長の
小笠原老人。暗黙のうちにそれを察し、我先にと立ち上がる若者を制し、数々
の暗い夜の海を乗り越えてきた老人に見張りを委ねる船長、数々の背難を乗り
越える中、その経験と知識に裏打ちされた「たくましさ」が私には何より格好
よく映りました。中学部生には青島キャンプという大きなチャンスがあります。
これから青島キャンプを迎える 1,2 年生も、キャンプを経験した 3 年生も、の
どの渇き、熱い日差しの中、支え合い、「心をみがくことをおこたらなかった」
16 人の日本人の「たくましさ」に触れてみて下さい。

213

飛雄馬、インドの星になれ !―インド版アニメ『巨
人の星』誕生秘話

吉田直紀 宝島社 443:Y
「私たちはなぜ存在するのか。」 この言葉がこの本の最初に書かれています。
普段、空を見上げると雲があり、太陽があり、夜になると綺麗な星、お月さま
が見えます。周りを見れば本があり、鉛筆があり、机があり……。いろいろな
ものが当たり前のように存在しています。しかし、宇宙が誕生した時には水素
とヘリウムという二つの元素しかありませんでした。たった二つの元素といま
だ解明されていない何かが反応して、今、私たちがいます。宇宙は常識外れの
世界であり、私たちでは想像もつかないようなことが起こっています。その宇
宙の中に地球があり、私たちが暮らしています。この本を見ると当たり前のこ
とが当たり前でないように見えてきます。今、生徒のみなさんが当たり前だと
思っていることも実は当たり前でないかもしれません。「なぜこれはこうなん
だろう……」という目の前の物事に素朴な疑問を持つことも今後大事になって
きます。是非、宇宙や科学に興味がある人は読んでみてください。

古賀義章 講談社 778:K
皆さんはアニメ「巨人の星」をご存知ですか？ 「巨人の星」は 1960 年代、
70 年代に絶大な人気を博したスポ根アニメです。この日本を代表するアニメ『巨
人の星』が何とあのインドでリメイクされ、昨年度末より『スーラジ ザ・ラ
イジングスター』のタイトルでテレビ放映されています。大きく躍進を続ける
インドに、どうやって日本のアニメを輸出できたのでしょう？ インド国民の
大半は野球になじみがなく、ルールも知りません。 著者は大胆にも、設定を
インドの国民的スポーツ、クリケットに変更するのです。 しかしまだまだ問
題は山積み。主人公・飛雄馬の父・一徹がちゃぶ台をひっくり返す場面がイン
ドでは「食べ物を粗末にする」として NG。さらに、大リーグボール養成ギブス
は、「児童虐待に当たる」として NG。日本側スタッフは、「これがなければ『巨
人の星』じゃない」と譲らず，その度に会議は中断。日本とインドの製作者た
ちは文化の壁をどう乗り越え、放送にこぎつけたのでしょうか。 オリジナル
のテイストを残しつつ、その国の文化・風土に合わせていくという手に汗握る
困難な作業の過程が 1 冊の本になりました。皆さんの中から、日本の文化を世
界に発信していく人材が生まれでることを願いつつ、この本を推薦します！

209

214

208

宇宙で最初の星はどうやって生まれたのか

笑顔は無限力

原伸介 文春文庫 658:BH
著者・原伸介は、幼少期からずっと遊び場だった大好きな裏山に、いつか恩
返しがしたいと、将来は山に生きることを決意。大学卒業後、痺れるほどかっ
こいい炭焼きの師匠に出会い、一目惚れして弟子入り。「絶対無理」「バカ」「時
代錯誤」「炭焼きなんかで食えるか」という周囲の忠告と嘲笑を無視して炭焼
き職人として独立。「売れない・食えない・眠れない」の三重苦の絶望の淵で、
天からの「笑え！」の声に反応し、山の中で爆笑し、ピンチを切り抜ける。以来、
つらくなるたびに爆笑を繰り返す。
生きていれば壁にぶち当たったり、思い悩んだり、いろんなことがあると思
います。そんな時“自分の気持ちに素直に生きる”ことができれば幸せですね。
そしていちばん素敵なことは、目の前の人を笑顔にすること。笑顔の持つ力を、
この本を通して学んでみてください。そしていつも相手を思いやれる心を身に
つけてください。笑顔に優る力なし。笑顔は無限力。

210

けんかの仕方教えます

佐江衆一 岩波書店 150:S
「オモロナイなあ」、「うっとおしいなあ」、親や教師に何か言われたとき ( 説
教をされたときなど )、こんなふうに感じることが多いのではないだろうか。
親や教師の言うことが納得できない。いや、言うことはその通りなのだ。そん
なことくらいわかっている。けれども、どうもしっくりとこない。腹立たしさと、
イライラとした気持ちが残る。センセイよお、おまえだってどうなんだ。オヤ
ジ・オフクロに俺の気持ちがわかるわけがない。だけど、自分のふっ切れない
思いをストレートに投げかけるところがない。じめじめとした、屈折した思い
を、自分より弱いものにぶつけたり、一時のうさばらしで気をまぎらせる。け
れども、どうだろう。君たちのむしゃくしやした、そしてモヤモヤとした気持
ちがそんなことで、本当に解消されるのだろうか。関係のないところに欝憤を
向けるのではなく、もっとストレートに、納得のいかないことをぶつけてみて
はどうだろう。若い君たちが感じる腹立たしさは、往々にして、ことの本質に
迫っている。だからこそ、その気持ちをつきつめてみなければならない。納得
のいかないことがあれば、相手が親であれ教師であれ、大いにケンカしてほし
い。素直に君たちの思いをぶつけてほしい。ただし、ケンカするからには勝た
なければいけない。君たちの生きかたをかけたケンカなのだから、この本から、
「本当の」ケンカの仕方と勝ち方を学んでほしい。

211

クリスマス・ボックス

リチャード・P・エヴァンズ 講談社 930:E
自分の時間をどのように過しているか考えたことありますか？ もし考えた
ことがあってもなくてもこのお話は読んでみたらいいと思います。大変静かな
お話で特に冒険やアクションがたくさんあるわけではありませんが世界中の
人々に読まれ、愛された本です。最初クリスマスプレゼントとして個人的に出
版されたものだったのですが、あまりの人気に大手の出版社に取り上げられ、
出版されました。クリスマスの季節に読むのはもちろんのこと、いつ読んで、
もいいお話だと思いますので、何か静かで、リラックスできるものを読んでみ
たかったらぜひ試してみてください。
Have you ever thought about how you spend your time? Whether you
have or haven't，this is a good story to read. It is a very quiet
story， with little action or adventure， but many people all over the
world have read this book and loved it. It originally was written as a
Christmas present， and was published privately， but it soon became so
popular that a major publishing company started to publish it. Although
it is good to read this during the Christmas season，I think it is good
to read anytime. If you are looking for a quiet relaxing book， try the
Christmas Box.

212

無人島に生きる十六人

須川邦彦 新潮文庫 916:BS
「きょうからは、げんかくな規律のもとに、十六人が、一つのかたまりとなっ
て、いつでも強い心で、しかも愉快に、ほんとうに男らしく、毎日毎日をはず
かしくなく、くらしていかなければならない。」( 無人島二日日の朝の船長に言

わたしがちいさかったときに

長田新ほか いわさきちひろ（絵）童心社 916:O
僕はかつて広島大学に通っていました。原爆が落ちた年から 47 年もたって
いました。しかし広島の町には、原爆病院、山の陰で助かった家屋など、昔の
原爆のつめあとが今でもたくさんあります。下宿の大屋さんにも原爆の話を聞
きました。人の痛みは心で感じても体で感じないと本当にわからない、と僕は
思ってます。例えば、目の前で転んでケガした人をかわいそうと思うことは簡
単です。しかし、決してその人と同じ痛みを感じることはできません。だから、
どこまで人の気持ちにたって考えることができるかが、大事だと思います。そ
んな気持ちをもちながら、この本を読んでくれたらいいなと思っています。

215

進化しすぎた脳―中高生と語る「大脳生理学」の
最前線

池谷裕二 長崎訓子（イラスト）朝日出版社 491:I
脳は小さな宇宙だとよく言われる。君にはこの文の意味が分かるか。いや、
分からないという人はきっといないだろう。では、君はどのようにこの文を読
み、理解しているのだろうか。もっと言えば、目の前の白い紙に書かれた黒線
の集まりをどうやって文字として認識しているのだろうか。そもそも、君は目
の前の推薦図書リストをなぜ見ることができているのだろうか。これらの謎を
解くキーワードはやはり「脳」だ。この本では、最新の研究結果を盛り込みな
がら、大脳生理学（脳の動きを研究する学問）の観点から脳の謎、さらには心
とは何かといった疑問に迫っている。ただし、これらの謎を解き明かしたり、
完全な答えが書かれたりはしていない。むしろ、専門家でさえも完全な答えは
分かっていないと言った方が正しい。それほど、脳は解明されていないことだ
らけの未知の世界、小宇宙なのである。そんな、脳の謎に君の“小宇宙”をフ
ル稼働させて挑んでみないかい。

216

くちびるに歌を

中田永一 小学館文庫 913:BN
N コン（NHK 全国学校音楽コンクール）をモチーフに長崎の五島列島にある
中学校合唱部の 1 年間をつづった物語です。ナズナとサトルという 2 人の主人
公を軸に、臨時教員として赴任してきた柏木先生が合唱部とともに織りなす青
春ドラマです。アンジェラ・アキ作詞作曲の「手紙」が課題曲で、気持ちを高
めるために部員は未来の自分に手紙を書き、自分に問いかけ自分を見つめます。
合唱という一人では決してできないことを仲間とともに創り上げるなかで成長
していく姿がとてもまぶしい作品です。2015 年 2 月に同名の映画が公開され若
い人たちを中心にブレイクしました。合唱に熱く取り組んでほしいと願い、み
んなぜひ読んでもらいたい一冊です。

217

あなたにありがとう。

松浦弥太郎 PHP 研究所 159:M 914:BM
私は今までの人生で多くの分岐点を通り、多くの感情を私の心の中に身につ
けてきました。そして、良い人生とはどのような生き方であるのかと私はよく
一人で考えます。私自身、まだその答えは見つかりません。しかし、各個人の
人生において、大きな影響を与えるのは、人との出会いや、つながりであると
私は思います。なので、私はエッセイを頻繁に読み、自らの生き方のヒントを
得ています。今回、紹介する本もその中の 1 冊です。

218

自由と規律―イギリスの学校生活

池田潔 岩波書店 372:I
「輝く自由」の学校、関西学院中学部で学んでいる私たちは、その「自由」
についてどのくらい理解できているだろうか。私たちの生きているこの世界に
は、様々な「自由」が氾濫 ( はんらん ) している。では関西学院の目指す「自
由」とは、いったい如何なるものなのだろうか。本書はイギリスのパブリック・
スクール ( 日本でいう私立中学校にあたる ) における学校生活について、著者
が自らの体験をもとに描いたものである。この本を読み進めていくと、ここで
描かれている学校生活に何か懐かしさを感じる。他国の、今まで未知であった
学校での出来事だとは思えない何かが、ここで描かれている学校生活の中には
存在している。そう、私たち関西学院中学部はこのパブリック・スクールをモ
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デルとして創られたのだ。毎日の礼拝、駆け足、キャンプ活動…なぜそれらの
プログラムが行われているのか、その理由が理解できる。そして僕たちの目指
すべき「自由」とは如何なるものか、しっかりと考えさせてくれる一冊である。
関西学院中学部の生徒であれば必読、特に下級生は中学部を知る上で、上級生
は自らの受けてきた教育について振り返る上でも大いに役立つ一冊である。

219

虹の翼

吉村昭 文春文庫 913:BY
明治の頃、世界の誰よりも早く飛行機を独自の視点から考案した日本人二宮
忠八。以前には羽を作り、橋から飛び降りた男がお上に捕らえられ死罪となる
ほど世間の常識とはかけ離れた試み。忠八が無理解や偏見にどう立ち向かった
のか……。飛行実験で兄を失いつつも諦めず 83 歳で機体を製作中に死亡した
リリエンタール、全財産を失い一時は製作を断念していたライト兄弟、膨大な
エピソードがちりばめられた力作。ワクワクしますよ。

220

自然をつかむ 7 話

木村龍治 岩波書店 404:K
1 滴の涙が地中海に落ちたとき、それが日本に届くにはどれくらいの時間が
かかるでしょうか？涙でなくても、瓶詰めにした手紙を海に流したところ、遠
方で発見されたという話は現実にあります。その瓶はどのように海を渡ってき
たのでしょう？ このような、どこかで聞いたことのある話や、私たちの身の
回りにある何気ないことを取っ掛かりとして、宇宙や生態系、創世記など 7 つ
の話題について、科学的に解き進めていきます。科学的に、とは言うものの、
途中に神話や伝説、映画の例などを交えているため、とてもわかりやすく説明
されています。どの話に対しても自然界の不思議さ、面白さに「なるほど、す
ごいなあ !」とつい感嘆の声をもらしてしまいます。

221

世界がもし 100 人の村だったら

C. ダグラス・ラミス 池田香代子再話 マガジンハウス 304:I
「もし世界の人口が 100 人だったなら…」。こんな E メールが世界を駆け巡り、
一冊の本を生み出した。現実を数字で知る世界の人々を 100 人と置き換え ( つ
まり％にして )、幼児にも世界の現状が伝わる明快な絵本である。私たちはそ
れぞれの時と場にいのちを受け、異なる環境のもとで人格を育てている。人と
人との関係において私たちは生きていく。世界の中にある自分のいのちを愛し、
友のいのちをいたわる者でいたいと願う。そのためには、まず知ること。関心
を持つこと。その上で理解し、共感すること。そして違いを認め、そんままを
受け入れていくこと。21 世紀はそのような丁寧な作業が大切になると感じてい
る。
「いろいろな人がいるこの村 ( 世界 ) では、あなたと違う人を理解すること、
相手をあるがままに受け入れることがとても大切です」と記されている。「喜
ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」
、聖書のことばのやさしさと深さを思い
起こす。

222

あと少し、もう少し

瀬尾まいこ 新潮文庫 913:BS
駅伝青春小説。山に囲まれた地方の小さな中学校の陸上部が舞台。何年間も
駅伝常連校の市野中学だったが、厳しい指導の満田先生が移動となり、美術の
上原先生が顧問になった。部長の枡井は駅伝に足りないメンバーを探し、説得
し、みんなが襷を繋いで県大会の切符を目指して頑張る物語。それぞれに抱え
た悩みや不安がある中、皆で一つの目標に向かって一生懸命乗り越えていく姿
に心が動かされます。個性あふれる 6 人の少年たちの熱い世界に惹き込まれて
しまうこと間違いなし。読んでみる価値ありです！！

223

代表的日本人

内村鑑三 鈴木範久（訳）講談社インターナショナル 281:U
明治期のキリスト教伝道者である内村鑑三が、1908 年に英文で出版した本の
日本語訳です。世界に紹介したい日本人の代表として、西郷隆盛、上杉鷹山、
二宮尊徳、中江藤樹、日蓮上人の 5 人が挙げられています。訳者の鈴木範久が
書いているとおり、執筆にあたって内村鑑三が参考にした資料は決して広範で
はなく、また、西郷の記述の背景となっている内村の歴史観には、現代から見
て問題なしとは言えないでしょう。しかし、
「キリスト教国の人々から『異教徒』
と呼ばれている日本人の中に、キリスト教徒よりもむしろ優っている人物のい
ることを見出していた」( 鈴木範久による解説から ) 内村の、その溢れるばか
りのＪ (Japan) への愛にみんなも触れてほしいと願い、本書を薦めます。同時に、
「武士道、もしくは日本の道徳が、いつの日かキリスト教にとって代わると考
えてはなりません。「武士道は、この世の一道徳にすぎないのであります。」( 内
村による「独語訳版後記」から ) と、あくまでＪ (Jesus) への愛を中心にすえ
た内村のキリスト信仰にも思いが馳せますように。新生日本が、引き続き「欧
米列強」の脅威に晒される中で、日本の独立と独自性を主張し守り抜こうとし
た面。その「欧米」がもたらしたキリスト教に出会い、それに命を賭けようと
した面。内村にある「二つの J への愛」の結晶がこの本であると言えるでしょう。
原文の英語版に興味が湧いた人は、講談社パイリンガルブックスから出ている
日英対訳本に挑戦してみませんか。

224

ぼくが医者をやめた理由

永井明 平凡社 490:BN
病院の集中治療室に病人を見舞ったことがある。そこで黙々と働いている看
護婦さんたちの姿が、今でも心に残っている。そのとき僕は、あの人たちには
信仰が必要だろうな、と思った。あんなにも身近に死とかかわっている人々が、
その問題を、とても自分の力で処理しきれているとは思えなかったからである。
だが、不思議と医者のことは考えなかった。本当に死とかかわっているのは医
者である。なのに僕は、どうして医者のことを考えなかったのであろうか。医
者が現代の治療法に、あるいは自分の腕に、100 パーセントの信頼をおいてい
るわけではないことくらい、ちょっと考えればわかることである。しかし、ふ
だんわれわれは、そんなことを考えないようにしている。考えないばかりか。
彼らがさも完璧であるかのように、思いこもうとしている。そして殆ど医者が、
その期待に応えてくれているようにみえる。本当は筆者のような、医者からの
素直な告白は、聞きたくないんだ。医者がそうなら、警察官はどうなるんだ、
われわれ教師だって……。本当のことを聞く爽快感と、やりきれなさ。筆詩独
特のユーモアが、随所にちりばめられているのが救いである。

225

君たちはどう生きるか

吉野源三郎 岩波文庫 159:BY
昔は、地球を中心にその周りを太陽がまわっていると考えた。それをコペル
ニクスは地球の方が太陽の周りをまわっていると考え、そうすることによって、
これまで説明のつかなかったことを解決した。人は得てして自分中心に物事を
捉えがちだ。また、一つの視点に凝り固まってしまうこともある。コペルニク
スのように、自由に視点を変えて物事を見ることができる主人公コペル君と、
彼の中学生活を共に体験してみよう。

226

今昔物語集の世界

小峰和明 岩波書店 913:K
古典というと、君達は難しいから嫌だと毛嫌いするかもしれません。授業で
しか読んだことがない、普段読まない、読んでも意味がない、おもしろくない
という発言を何度か聞いたことがあります。しかし、本当に無意味なものなの
でしょうか。私たちは未来から学ぶことはできませんが、過去からは学ぶこと
はできるのです。この本は、『今昔物語集』の各話が全て掲載されているわけ
ではありません。君達もよく知っている話のいくつかを挙げ、その内容を丁寧
に説明してくれています。話があって現代語訳があるという種類の本ではあり
ません。しかし、その解説を読むと、当時の社会は一つの事象に対してどのよ
うな意識をもっていたのか、人々はどのように生きていたのかを知ることはで
きます。このように書くとやはり難しいのではと思うかもしれませんが、平易
なことばで書かれてあり、十分理解できる本です。古典を読み始める手始めと
して是非一度読んでみてほしいと思います。

227

マッチ箱の脳 (AI)―使える人工知能のお話

森川幸人 新紀元社 007:M
人工知能って？ え？ 種類あるの？ 研究室配属後、自分自身の研究テーマ
を決定しなければいけなかったが、参考にできるのは分厚い専門書。開いても
専門用語が多すぎて、なかなか進まない。そんなときに出会ったのがこの本で
ある。予備知識がなくても平易な表現なので、辞書を持ち出さなくても十分に
概要が理解できる。教授は日ごろから、難しいことでも全ての人が分かるよう
に説明することが大切だとおっしゃっていたが、この本を読んでその意味が分
かった気がした。さらにおもしろいのはマッチ箱を使って、実際にコンピュー
ターがどのような計算をしているのかをゲーム感覚で確認できることだ。人工
知能の説明にマッチ箱を使うなんて想像もしなかった。2000 年に初版が出てい
るので、例に挙がっている内容に少し古くささを感じる部分もあると思うが、
イラストも多く中学生でも十分に読めるだろう。それよりも、最近目にしない
ように思えるが、マッチ箱は家庭にあるのだろうか。

228

新編銀河鉄道の夜

宮沢賢治 新潮文庫 913:BM
宮沢賢治の作品を読んだことが無くても名前は知っているという人は多いと
思います。『新編銀河鉄道の夜』には「銀河鉄道の夜」
「よだかの星」「セロ弾
きのゴーシュ」など 14 の作品が収録されています。とても美しいけれど、ど
こか哀しい世界が広がる宮沢賢治の作品が一冊につまっています。「銀河鉄道
の夜」は中でも有名な物語の一つです。少年ジョバンニとカムパネルラが銀河
鉄道に乗って夜空を旅するこの作品には、夜空の美しさ、銀河鉄道のスピード、
様々な人の感情が目の前に広がるように文章で表現されています。様々な情報
が行き交い、何でもすぐ簡単に見聞き出来る現代だからこそ、この本を読んで
言葉の強さ、表現の豊かさを感じて想像力を膨らまして欲しいと思います。

229

友だち幻想―人と人との〈つながり〉を考える

管野仁 ちくまプリマ－新書 361:S
「友だち幻想」。なんだかネガティブなタイトルですね。友だちなんて幻想に
すぎないのでしょうか。「わたしは素晴らしい友だちに囲まれて幸せだ」と思
える人には、ひっかかるタイトルかもしれません。「心を許せる友だちが自分
にはいないんじゃないか」と不安に思う人や、「友だちといることがなんだか
しんどい」と感じる人は、この本を手にとってみることをおすすめします。筆
者は言います。「自分のことを百パーセント丸ごと受け入れてくれる人がこの
世のどこかにいて、いつかきっと出会える」という考えは幻想だ、と。どんな
に親しい友人であっても、優しい家族であってもです。冷酷な言葉に聞こえま
すか。でも、他者との関係に苦しみ悩んでいる人が、この言葉の本当の意味を
知れば気持ちが楽になるはずです。社会学者の立場からの筆者の考えを学んで
みませんか。人との関係のあり方が見つめ直せるはずです。

230

竜馬がゆく

司馬遼太郎 文春文庫 913:BS
少年時代に城下の悪童連中から「泣き虫」とからかわれた竜馬を、小さい頃
から支え続けたのは、「この国を唯一人でも守るほどの気概を持て」と教えた
姉の乙女であった。やがて彼は剣術の修行に打ち込み、土佐から江戸へ上って、
「北辰一刀流の坂本竜馬」として名をあげる。それだけでも痛快な彼の人生は、
浦賀で「黒船」を目の当たりにした時から、真の日本の夜明けとは何かを求め
て走り始めるようになる。土佐藩を脱藩し、竜馬自身が「日本第一の人物」と
認める軍艦操練所の勝海舟との出会いによって、彼は「もはや刀の時代ではな
い。俺は軍艦を造って、その力で勤王藩を握手させ、京都を中心とした国家の
統ーを成し遂げ、しかるのちに俺は身をひく。」と決意する。自分の出世のた
めではなく、他の勤王の志士とは違う己自身の道を突き進み、ついに薩長同盟
を締結させ、大政奉還まで無血革命という手段で導こうとした竜馬。彼は暗殺
という形で 33 歳の若い命を失うことになるが、著者はその死を「天に意志が
あるとしか、この若者の場合、思えない。天がこの国の歴史を収拾するために
この若者を地上に下し、その使命が終わったとき、惜しげもなく天に召し返し
た」と語っておられる。世界の海を見つめ、海運と貿易を進めて 5 大州を舞台
に仕事をしようとする大きな志を最後まで捨てず、ひたむきに幕末の動乱を生
き抜いた坂本竜馬。彼を取り囲む熱い気迫を持った若者たちの生きざまに、著
者がこの書の主題とされる、「事を成す人間の条件とは何か」という問いかけ
の答えを見出せるのではないかと思う。
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231

237

科学の方法

中谷宇吉郎 岩波書店 404:N
中谷宇吉郎は実験室で雪を作ることに世界で初めて成功し、気象条件と雪の
結晶の関係の研究等を行い、「雪は天から送られた手紙である」という有名な
言葉を残した、明治生まれの物理学者です。本書は 1958( 昭和 33) 年に書かれ
たにもかかわらず、現在でもその論点は明快で例は古びていません。地球は円
いのか？や、マイナス掛けるマイナスをプラスと定義するご利益など、トピッ
クとして面白い例がたくさんあります。しかし本書の本質は、「火星へ行ける
日がきても、テレビ塔の天辺から落ちる紙の行方を知ることはできないという
ところに、科学の偉大さと、その限界がある」という著者の科学へ対する、真
撃な姿勢あるいは冷徹な分析にあると思います。この言葉通り、現在では実際
に火星で探査機が活動する時代ですが、紙の行方を解析するような科学は出来
ていません。これは「科学の限界」というより、人間が自然現象を理解、記述
する事の宿命なのかも知れません。「人間的なもの」が混入しないように細心
の注意を払って作られてきた「科学」を通して、人間性の本質が浮き彫りにな
るドラマチックな、お薦めの一冊です。

232

アルジャーノンに花束を

ダニエル・キイス 小尾芙佐（訳）ハヤカワ文庫 933:BK
私がこの本を読んだきっかけは、約 8 年前にテレビドラマで放映されたこと
でした。ただ、そのドラマ自体を見ることはなく、タイトルをうろ覚えしでい
たところに、本屋で英語の本を探していたらたまたま出会っただけなのです。
でも、この偶然の出会いのおかげで、私は初めて「本を読んで泣く」という経
験をしました。天才になることは果たして幸せなことなのか？ それを切実に
問いかける作品がこの物語です。精神遅滞の青年、チャーリー・ゴードンは、
ある科学実験で IQ68 から 185 に引き上げられます。しかし、そのことによっ
て今まで仕事場の仲間から騙されつづけていたことや、自分が子どもの頃に母
親に捨てられたことを認識できるようになり、彼の人間関係は次第に崩れてい
きます。やがて、実験の効果も薄れ、IQ が徐々に下がり始める中で、人間は生
きていく上で何を大切にすべきなのかが見え始めてくるのです。……最後の一
行を読んで、涙せずにはいられません。

233

僕の明日を照らして

瀬尾まいこ ちくま文庫 913:BS
お話の主人公の母親が再婚し、新しい父親がやってくるのですが、その新し
い父親は突然キレて感情をコントロールできなくなり、主人公に暴力をふるう
人でした。しかし、主人公は何度も暴力を受けても、新しい父親をかばい、愛
着をおぼえました。そして、感情をコントロールするために二人で様々な地道
な努力を続け、最後には克服するというお話です。主人公はなぜ暴力をふるい
続ける新しい父親をかばい続けるか、最後まで考えさせられます。また、中学
生ながらも暴力をふるい、罪悪感に苦しむ父親を励まし、地道な努力を毎日続
ける姿にたくましさを感じました。ぜひこの本を読んで主人公のたくましさに
触れ、地道に努力をすることの大切さを感じてほしいと思います。

234

238

239

ぼくのボールが君に届けば

伊集院静 講談社文庫 913:BI
何かを失い人生につまずいていた人が前を向いて進みだす , そんな９つの話
が入った短編集です。前を向くきっかけとなるところに少しだけ野球が関係し
ていて , 野球からもらえる元気や人間関係などが描かれています。野球が好き
な人にとっては , 野球の素晴らしさを再認識できる本ではないかと思います。
しかし , この本のメインテーマとして野球があるわけではありません。何気な
い会話の中に , 心動かされるセリフが所々で登場します。野球に興味がない人
も楽しめると思いますし , 主人公の気持ちの移り変わりに触れることによっ
て , 少し野球に興味がわくかもしれません。

古代への情熱―シュリーマン自伝

天地明察

冲方丁 角川文庫 913:BU
江戸時代、算術（算数、数学）は商売など生活に必要なだけでなく、一般庶
民にとっても純粋に解くことを楽しむ趣味や娯楽という一面も持ち、広く普及
していた。それは現在にも残っている、図形問題等を絵馬に書いた算額を寺や
神社に奉納していたことからもわかる。この本の主人公である幕府に囲碁打ち
として仕えていた渋川春海（安井算哲）も算術に魅せられた一人である。将軍
のために、相手と打ち合わせ合意の上でしか碁を打てない日々に退屈、飽きを
感じていた春海に、のめり込めるものは算術だけだった。そんな春海が高度な
算術、天文学を用いて、800 年もの長き間使われて 2 日もの誤差を生んでいた
宣明暦、朝廷、そして天地を相手にして、生涯を掛けての真剣勝負を挑んでい
く。平和の中で生まれながらに与えられた生活に飽き、挫折を繰り返しながら
も、自分にしか果たせない使命へと選進していく彼の人生から何かを感じて欲
しい。

236

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

ブレイディみかこ 新潮社 376:B
この本の著者（ブレイディみかこさん）の息子が、イギリスにある名門のカ
トリック小学校を卒業後、進学したのは「元底辺中学校」と著者が称する近所
の中学校。この「元底辺中学校」を入学したのを機に彼が直面する出来事を記
したノンフィクション作品です。彼は貧困、偏見、差別、いじめ、ジェンダー、
アイデンティティが複雑に関わる出来事に出会う度に悩み、考え、成長してい
きます。イギリス社会が抱える問題が出てきますが、これは私たちの身近にも
多いにあることです。深刻な話題にも関わらず、親子のユーモアに溢れた会話
に笑えてしまう場面もあり、テンポよく読み進めることができます。イギリス
の１人の中学生が経験したことを自分の問題として是非考えてほしいです。こ
の本の所々に英語が出てくるので英語の勉強にもなりますよ！

シュリーマン 関楠生（訳）新潮文庫 289:BS
トロイア戦争は実際にあったことに違いない。トロイアの都は、今は地中に
埋もれているのだ。少年時代にいだいた夢と信念を実現するために、シュリー
マンは、まず財産作りに専念し、ついで驚異的な語学力によって十数ヶ国語を
身に付ける。そして、当時は空想上の産物とされていたホメロスの事跡を次々
と発掘してゆく。考古学上、最も劇的な成功を遂げた男の波瀾の生涯の記録。
語学や夢へのモチベーションが高まる一冊です。

235

新章 神様のカルテ

夏川草介 小学館文庫 913:BN
主人公・栗原一止が医者として成長する姿を描いた全５作のうちの最新作で
す。様々な患者と向き合う彼のもとに、幼い娘をもつ 29 歳の膵癌女性が訪ね
てきます。彼女の治療に真摯に取り組むなか、彼は御家老こと宇佐美先生の言
葉「一個のパンがあり、十人の飢えた子供がいる。さて君はどうするか」に対
する彼なりの答えを見出します。日々変わりゆく日常のなかでも変えてはいけ
ない信念を、そして命の尊さや儚さを、身近に感じる現在にこそ、ぜひ読んで
もらいたい一冊です（第一作から読むとよりいっそう『神様のカルテ』を楽し
めると思います）

君の友だち

重松清 新潮文庫 913:BS
友だちには様々なタイプの友だちがいます。会ったら挨拶するぐらいの友だ
ち、毎日昼ご飯を食べる友だち、他の人には言えないようなこともその人にな
ら言えるような友だち。皆さんの周りにはどんな友だちがいますか。そして、
なぜその人と友だちになったのでしょう。この本はある日事故で歩けなくなっ
てしまった恵美ちゃんと、恵美ちゃんのクラスメートで、体が悪く入退院を繰
り返し、学校にあまり行けていない由香ちゃんの話を中心に展開する小説です。
全 10 章から成り立つ小説なのですが、第 8 章まではそれぞれ違う主人公が中
心となる、短編小説です。恵美ちゃんと由香ちゃんをはじめとする 8 人のそれ
ぞれの学校での人間関係や部活、成績での悩み、思春期ならではの葛藤に皆さ
んもどこか共感を覚えることができ、非常に読みやすい話になっています。そ
して読み進めていくうちに、8 人のそれぞれの話が実は……。この小説にはも
う一つ特徴があり、それは「語り手」がいることです。この「語り手」がそれ
ぞれの章の主人公を「きみ」と語りかけるのです。この柔らかい表現が、この
小説の良さをさらに引き出しています。それぞれの章が短編小説のようになっ
ており、長い話を読むことが苦手な人にもお勧めの一冊です。そして、全てを
読み終えた後に、心に残るあたたかさ。「友だち」とは何か。そんなことを考
えさせられる小説です。
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主として図書館を活用した授業がおこなわれるスペースで
す。図書館の奥にあり静かで、参考図書（事典、辞典類）が
近くにあるので、調べものなど自習にも適しています。

●館内案内図

ネットワークにつながっ
たコンピュータ約 50 台
が備わったスペースで
す。コンピュータを活用
した授業が展開されま
す。プレゼンテーション
（発表）のための機器も
整っています。

話し合いや共同作業に最
適なスペースです。可動
式の机や椅子を用意して
います。自由に組み合わ
せて利用してください。
近くに絵本があるので、
読み聞かせなどにも便利
です。

図書館の中心に位置します。昼休みには中庭との扉が開
かれ、人や資料がもっとも交流するスペースとなります。
コミュニケーションによる新たな創造が期待されます。

雑誌や漫画、新聞など、気軽に読める資料を用意しています。
ソファやスツールなど、椅子もやわらかい仕様になっていま
す。AV コーナーを利用するときは、リモコンとヘッドフォ
ンをカウンターから借り出してください。
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ライブラリアン＝図書館のスタッフがいるスペースです。
貸出・返却・継続・リクエストはもちろんのこと、レファ
レンス（資料相談）も受け付けます。わからないことがあっ
たら、いつでも相談してください。

公共図書館

地域の図書館

・西宮市立中央図書館 阪神香枦園駅より徒歩 6 分
・西宮市立北口図書館 阪急西宮北口駅より徒歩 2 分
・西宮市立図書館甲東園分室 阪急甲東園駅より徒歩 1 分
・神戸市立中央図書館 神戸市営地下鉄大倉山駅より徒歩 1 分
・宝塚市立中央図書館 阪急清荒神駅より徒歩 1 分
阪急小林駅より徒歩 2 分
・宝塚市立西図書館
・芦屋市立中央図書館 阪神芦屋駅より徒歩 15 分
・尼崎市立中央図書館 阪神尼崎駅より徒歩 7 分
阪急武庫之荘駅より徒歩 7 分
・尼崎市立北図書館
・川西市立中央図書館 阪急川西能勢口駅より徒歩 2 分
・伊丹市立中央図書館 阪急伊丹駅より徒歩 10 分
神戸電鉄横山駅徒歩 3 分
・三田市立図書館
JR・山陽電鉄明石駅より徒歩 10 分
・兵庫県立図書館
・大阪府立中央図書館 近鉄荒本駅より徒歩 5 分

大学図書館
・関西学院大学図書館

専門図書館
・池田文庫
・柿衛文庫

阪急池田駅から徒歩 15 分
阪急伊丹駅から徒歩 9 分、JR 伊丹駅から徒歩 7 分
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