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博士の愛した数式

クライマーズ・ハイ

アヒルと鴨のコインロッカー

重力ピエロ 

終戦のローレライ

夜のピクニック

明日の記憶 

チルドレン 

犯人に告ぐ 

そのときは彼によろしく

東京タワー 〜オカンとボクと、時々、オトン〜

サウスバウンド

死神の精度 

容疑者 X の献身

その日のまえに

県庁の星 

風が強く吹いている

鴨川ホルモー

陰日向に咲く

ゴールデンスランバー

悪人 

八日目の蝉 

告白 

のぼうの城 

ボックス! 

天地明察 

神様のカルテ

横道世之介 

神去なあなあ日常

ふがいない僕は空を見た

悪の教典 

舟を編む 

偉大なる、しゅららぼん

世界から猫が消えたなら
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年に始まったこの文学賞は、過去 1 年間に刊行された日本の小説が対象で、

「新刊を扱う書店の書店員」の投票によって、ノミネート作品および受賞作が決定されます。

今回は、映画化された作品にスポットをあててみました。
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〜オカンとボクと、時々、オトン〜  

年間に刊行された日本の小説が対象で、
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は、映画化された作品にスポットをあててみました。

（チェックボックスをご利用ください。）

読書の秋です。まずは、話題になった小説から、本に親しんでみてはいかがでしょう

                             

小川洋子 

横山秀夫 

伊坂幸太郎 

伊坂幸太郎 

福井晴敏 

恩田陸 

荻原浩 

伊坂幸太郎 

雫井脩介 

市川拓司 

リリー・フランキー

奥田英朗 

伊坂幸太郎 

東野圭吾 

重松清 

桂望実 

三浦しをん 

万城目学 

劇団ひとり  

伊坂幸太郎 

吉田修一 

角田光代 

湊かなえ 

和田竜 

百田尚樹 

冲方丁 

夏川草介 

吉田修一 

三浦しをん 

窪美澄 

貴志祐介 

三浦しをん 

万城目学 

川村元気 
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本に親しんでみてはいかがでしょうか

）内は映画化された年および

位（2006 寺尾聰

位（2008 堤真一

位（2007 濱田岳・瑛太

位（2009 加瀬亮・岡田将生

位（2005 役所広司他

位（2006 多部未華子

位（2006 渡辺謙・樋口可南子

位（2006 坂口憲二

位（2007 豊川悦司

10 位（2007 長澤まさみ、山田孝之

位（2007オダギリジョー・

位（2007 豊川悦司・天海祐希

位（2008金城武・小西真奈美

位（2008 福山雅治・堤真一

位（2008 南原清隆・永作博美

位（2006織田裕二・柴咲コウ

位（2009 小出恵介・林遣都

位（2009 山田孝之

位（2008 岡田准一・宮崎あおい

位（2010堺雅人・竹内結子

位（2010妻夫木聡・深津絵里

位（2011 井上真央・永作博美

位（2010 松たか子

位（2012 野村萬斎

位（2010 市原隼人・高良健吾

位（2012 岡田准一

位（2011櫻井翔・宮崎あおい

位（2012高良健吾・吉高由里子

位（2014染谷将太・長澤まさみ

位（2012永山絢斗・田畑智子

位（2012 伊藤英明

位（2013 松田龍平・宮崎あおい

位（2014 濱田岳・岡田将生

位（2015佐藤健・宮崎あおい
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全国書店員が選んだいちばん!売りたい本

ミニ展示

コーナーで

10.15 

東洋英和女学院大学図書館 

演者名です。 

 

 

渡辺謙・樋口可南子） 

長澤まさみ、山田孝之） 

樹木希林） 

豊川悦司・天海祐希） 

金城武・小西真奈美） 

 

南原清隆・永作博美） 

） 

 

岡田准一・宮崎あおい） 

 

妻夫木聡・深津絵里） 

井上真央・永作博美） 

市原隼人・高良健吾） 

櫻井翔・宮崎あおい） 

高良健吾・吉高由里子） 

染谷将太・長澤まさみ） 

永山絢斗・田畑智子） 

松田龍平・宮崎あおい） 
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展示中 



 

 

本と私 

人間科学科 教授 前田文雄 

 

 私は本が好きな少年だった。両親がよく本を買ってくれたことが本好きになるきっかけのひとつに

なったように思う。 

 幼稚園児の時、ディズニーなど様々な絵本を何度も繰り返し読んでいた。当時、ディズニーのミッ

キーマウスクラブと言う番組が有り、いつもテレビで熱心に見ていたからかも知れない。しかし一番

のお気に入りは、1954 年に出版されたばかりの Louise Fatio と Roger Duvoisin によって書かれ

た「The Happy Lion」(ISBN 0-375-82759-5)と言う絵本だった。フランスの小さな動物園に住んでい

たライオンの物語だ。彼は、毎日動物園を訪れる町の人々にとても愛されていた。ある日、ドアが空

いていたので、町の友達に会いに出かけたが・・・。 

 小学生になってからはレオナルド・ダビンチの発明や科学に関する本を読み、自分で様々な実

験をしていた事を良く覚えている。小学４年生の時に買ってもらった産業革命に関する本もとても

面白く、工作をする時の参考になった。 

 高校生になると４００から５００ページほどの教科書を６週間で学ぶ授業が幾つもあったが、苦にな

らず楽しく授業を受けることが出来た。 

 大学１年生の時は多くの時間をハワイ大学にあった２つの図書館で過ごしていた。その時よく読

んでいたのは、履修していた授業に関する経済学、社会学、美術などの本だった。 

 大学２年生から在籍した上智大学では、アメリカやイギリスの文学、文化人類学、心理学などの本

を読んだ。英語の様々な表現方法を学ぶことで、学術論文を書く時だけではなく、普段の授業でも

覚えた新しい表現方法を活用し作品を仕上げることが出来た。授業を担当していた先生が、私が

授業中に書いた作文をカナダの雑誌に送り掲載された雑誌を見た時にはとても驚いた。 

 振り返ると高校から大学にかけての時期が一番知識を吸収出来たように思う。学生の皆さんには、

本を沢山読み大学生の今でなければ出来ない多くの知識を吸収して貰えると嬉しいです。勿論、

書かれた情報を客観的に評価し、その情報を賢く活用する能力も必要です。情報であふれる世界

になった今だからこそ、じっくりと本を読む大切さについて再認識する必要があるように思います。 
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『The happy lion』 E（絵本）9∥D 



 

 

本に込められた先人の知恵のうえに、生きていく私たち 

国際社会学科 准教授 石井香世子 

 

まだ 10 代のころ。イギリスに留学した私は、憧れて留学までした「ジェントルマンの国」で、想像して

いた留学生活とは全く違う現実――アジア人への排斥感情や生活文化の違いに深く戸惑っていま

した。寒い寒いどんより曇ったイギリスの冬の間、留学前に想像していたのとは似てもつかない現実

にショックを受けていた毎日、心を支えてくれたのは、毎週エアメールをやりとりしていた親友よりも、

国際電話で励まし続けてくれた父母よりも、夏目漱石の本、『倫敦消息』でした。 

ABBAの「ダンシング・クイーン」(1970 年代の名曲。「あなたってば、まだたった１７歳！今が人生最

高のときじゃないの！」と繰り返し叫ぶ元気いっぱいの曲)を聞きながらこの本を読むと、「夏目漱石

は 100 年前、今の私とそっくりの経験をしていたんだわ。それでもこの人は帰国後ちゃんと活躍した

んだから。まだまだこんなことでへこたれてちゃいけない」と歯を食いしばることができたものでした。 

 

それから何年かたった 20代のころ、はっと気づけばまだまだ先と思っていた“人生の決断”がどっと

押し寄せてきたとき、戸惑う私の背中を押してくれたのは塩野七海の小説『海の都の物語』であり、

ミーラ・ナイールの映画『モンスーン・ウェディング』でした。可能性が多いだけに迷いも多かったそ

の頃、1000 年の時を越えてベストセラーであり続ける聖書(読めば、キリストは要領の悪い愚直な人

間の価値を認めてくれている気がしました)や源氏物語（源氏は、あらゆる種類の女性・あらゆる種

類の「女性の幸せ」を対等に評価してくれている気がしました）は、その文章を 1000 年 2000 年もの

間人々が噛み締めてきたのだという事実の重さとともに、私を支えてくれました。このころ読んだ本

の中にあった「職業に貴賤はない。でも生き方に貴賤はある」という言葉は、その後の人生で何度

私を支えてくれたことでしょう。 

 

「とりあえず本を読んでいればいい子・賢い子」でもあるかのように本を与えてくる大人、本を読んで

さえいればいい子扱いしてくる周囲の大人たちに、子供のころの私は、「どうして本をたくさん読め

ばいい子だというのだろう」と疑問を感じていたものでした。ところがそうして読んできた本は、人生

最大の窮地や決断のときに、いつも一番の助けとなってくれたのです。本当に自分一人の責任で

何かの決断を迫られるときに拠り所となったのは、自分のどこか奥底に蓄積していた本や映画の中

の一節であり、一場面だったことは間違いありません。どうぞ若い皆さんは、少しでもたくさんの心に

残る本の中の一節や、映画の中の一場面を蓄積しておいてください。騙されたと思って、一冊でも

多くの本を手にしておいてください。この先きっと、あなたの力になるはずです。 

私が 20 代初めの女性の皆さんにお薦めの本は、中村紘子の『ピアニストという蛮族がいる』、塩野

七生の『海の都の物語』、吉田満の『戦艦大和の最期』、北条民雄の『いのちの初夜』・・・たくさんた

くさんありますが、とりあえず今日はこの位で。 
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『倫
ロン

敦
ドン

消息』（明治文学全集 55 所収） 918.6∥Me25∥v.55ほか 

『ピアニストという蛮族がいる』 762.8∥N37 

『海の都の物語』 237∥Sh75 ほか 

『戦艦大和の最期』 916∥Y86 ほか 

『いのちの初夜』（ハンセン病文学全集 1 所収） 918.6∥H29∥ｖ.1 ほか 



図書館の資料の中には、絵本[Ｅ]や、児童図書[Ｋ]のように、別置記号をつけたりシールを貼って、他の

本とは別にまとめて並べてあるものがあります。 

そのうちの主なものをご紹介します。≪  ≫内は OPAC の所在場所です。 
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ゼミ選書ゼミ選書ゼミ選書ゼミ選書    
≪大学 1F ゼミ選書≫ 

今年度、教員と学生が書店で選

書したゼミに関連した図書を並

べてあります。 

リザーブ図書リザーブ図書リザーブ図書リザーブ図書    
≪大学 1F リザーブ図書≫ 

教員が授業に関連して指定す

る図書のことです。 

教員名と授業名の見出しのもと

に並んでいます。 

貸出期間が制限されている場

合があります。 

リーダーリーダーリーダーリーダー≪大学 1F リーダー≫ 

語学学習のための多読用ペー

パーバックのことです。 

主要シリーズ別と、レベル別に

並んでいます。 

ミニ展示ミニ展示ミニ展示ミニ展示    
≪大学 1F ミニ展示≫ 

テーマを絞って抽出した図書を

並べています。 

展示中でも貸出できます。 

知の構築講座知の構築講座知の構築講座知の構築講座    
≪大学 1F 知の構築講座≫ 

人間科学科「知の構築講座」で、

読書課題として挙げられた本の

一部が並んでいます。 

ここに並んだ以外の図書は、そ

れぞれの請求記号の書架にあり

ます。 

図書館 1F 

岩波新書・岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波新書・岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波新書・岩波ｼﾞｭﾆｱ新書岩波新書・岩波ｼﾞｭﾆｱ新書    
岩波ブックレット岩波ブックレット岩波ブックレット岩波ブックレット    
≪大学 BIFアルファウィング(岩波)≫ 

継続して購入しているこれらのシリー

ズは、アルファウィングの壁面に並ん

でいます。 

文学の文庫本文学の文庫本文学の文庫本文学の文庫本    
((((請求記号が請求記号が請求記号が請求記号が 9999 から始まるものから始まるものから始まるものから始まるもの))))    

≪大学 B2F 壁面(文庫本)≫ 

小説、エッセイ、詩歌など文学の分

野の文庫本は緑のシールを貼って

別置しました。文庫本は本の間に埋

もれてしまうため、壁面書架にまとめ

て並べてあります。 

図書館 B1F 
図書館 B2F 

10 月から 12 月まで、「絵本」の展示をしています。 

春夏秋冬の季節を感じられるような絵本を集めてみました。 

子どもたちに読み聞かせをするときに限らず、自分がほっと一息つきたいとき、小さい頃をちょっと思い

出したいとき、どうぞ図書館で絵本を手に取ってみてください。 

図書館の絵本も、少しずつですが、修復したり装備をやり直したりと、リニューアルしています。 

秋のひととき 

ほっこりと落ち着いた気持ちで読む本を 

図書館に探しに来てください。 

編集担当 杉森 

 

 


