


　絵画を鑑賞する際、皆さんはどこを中心に見ますか？人物？風景？
色彩？私は美術館に行っても絵画を「綺麗か否か」でしか見ていませ
んでした。この本を読む前までは。この「怖い絵」は、絵画に込めた作
者の思い、歴史的背景等から、著者の中野京子さんがテンポの良
い、惹きこまれる文章で独自の絵画解釈を繰り広げます。この本のタ

イトルの「怖い」とは、ホラー的な怖さではありません。人間の持つ「愚かさ」「哀しさ」「差別意識」と
いった「悪」の部分を覗く怖さです。でもその「怖さ」が癖になる…そんな本です。
　またこの「怖い絵」は、表紙にジョルジュ・ド・ラ・トゥール作「いかさま師」が使われています。まず、
中央にいる女性の、ただならぬ目付きに、圧倒されます。この女性は今から何をするのか？そして
左の女性は何者なのか？ぜひ本書を読んで確かめてみて下さい。

　イタリアの古代都市ポンペイ。紀元79年のヴェスヴィオ山
の大噴火によって、火山灰に埋まった古代都市は、18世紀に
発掘されるまでその姿を地中深くに消していた。大量の火山
灰と火砕流によってわずか1日で埋もれてしまった都市は、そ
の悲劇ゆえ良好な状態で都市全てが保存されており、古代
ローマ時代の人々の生き生きとした日常生活を私達現代人が
触れることができたのでは皮肉なことである。筆者はポンペイ
の古代ローマ時代の栄華を表す様々な遺構の中から特に「落
書き」をクローズアップして書き述べている。闘技場や居酒
屋、娼館、はては工事現場にまで残された落書きには選挙に
立候補した友人を応援する文言や、同業者が書いたと思しき
クレーム、恋人への公開プロポーズなど様々である。その中に
は娼館で女を買った男が書いた武勇伝や、工事現場の監督が
部下へ向けて書いた挨拶用の伝言まで残っており、まるで現
代の私たちがSNSを駆使して他者と交流をするかのように、
落書きをツールとして利用していたことがわかる。2000年の
時を越えた彼らを身近に感じられる1冊である。

『怖い絵』 

『古代ポンペイの
  日常生活』
  （講談社学術文庫）

　メディア化もされたライトノベル「文学少女シリーズ」の
第1作目です。今は普通の高校生の井上心葉と、物語を
食べちゃうくらい深く愛している"文学少女"天野遠子が
謎を解き明かしていくのですが、物語は1冊ごとに「嵐が
丘」エミリー・ブロンテ、「友情」武者小路実篤など、古典文
学が下敷きにされていて自然と名作に触れる事ができま
す。ちなみに第１巻の物語は太宰治の「人間失格」が下敷
きになっています。普通の食べ物の味は感じることができ
ない代わりに、物語を食べることでのみ味覚を感じる"文
学少女"が物語を語る言葉の何と美味しそうなこと。文字
作品というと敷居が高くて食わず嫌いしていた私も、「文
学を味わいたい」と思わされてしまいます。
　ところで作者の野村美月さんは、東洋大学の卒業生だ
そうです。大学在学中に作家デビューしたかったけれど
叶わず、卒業後に一度就職するも1年で退社して作家に
なるべく精進して作家になる夢を叶えたのだそうです。
　もしかして大学の図書館も利用していて、物語を紡ぐ
下地を作られたかもしれないと思うとちょっと誇らしく感
じてしまいますね。

『"文学少女"と
  死にたがりの
  道化（ピエロ）』
 （ファミ通文庫）
著者名：野村 美月
イラスト：竹岡 美穂 
出版社：エンターブレイン
 (2006/4)
I S BN：9784757728066
所　蔵：川越図書館

図書館員がお薦めする本

　観光庁のある調査では訪日外国人が好む日本食のうち、ラーメ
ンは寿司、肉料理に次いで第3位です（＊）。ＴＶ番組や雑誌の特集で
話題のラーメンを取り上げるのはもう珍しいことではありません。
ラーメンは既に人気の「日本食」です。こんなラーメンへの興味とし
て、著者は①グローバリゼーション②ナショナリズムの二点を挙げ
ています。①については中華料理のラーメンが日本食となっていく

過程が、ラーメンだけでなく日本の食品・外食産業史も盛り込んだ現代史の中で紹介されてい
ます。②については、1990年代以降、ラーメンそのものだけでなく、店員の制服、店舗デザイ
ン、暖簾分け制度などラーメン業界が「和風」になっていった原因を説明しています。
　戦後社会をラーメンで解き明かした1冊です。
（＊）『訪日外国人の消費動向：訪日外国人消費動向調査結果及び分析：平成29年4－6月期報告書』
（国土交通省観光庁）による。

『ラーメンと愛国』（講談社現代新書）

著者名：中野 京子
出版社：朝日出版社 (2007/7)

I S BN：9784255003993
所　蔵：白山図書館

　私がこの本を手に取ったきっかけは、走ることがあまり好
きじゃない私が、一か月後に迫ったマラソン大会に出場することが決まったからである。
走る為に、まずなにから始めたら良いのか？ということからのスタートだった為、少しでも
知識を得ようと本を探していたときに、今の自分の思考とこの書名「ランニングする前に
読む本」がぴったり合ったので、読んでみることにした。ブルーバックスシリーズというこ
ともあり、走ることを科学的視点から、効率的に運動する術が書かれており、著者の福岡
大学・教授 田中宏暁氏自身もフルマラソンを２時間38分で走りきるという成果を出し
ている。読み進めていくうちに、田中氏が提唱する「スロージョギング」と言われる、“ラン
ニングを歩く速度で行う”ことにより、次第に長い距離を走ることのできるからだになっ
ていくという科学的根拠に基づいた運動方法が紹介されており、そのメリットや効果に
納得。また、ダイエットをする上でもスロージョギングが他の軽い運動よりも簡単にで
き、カロリー消費も多いという結果が出ており、忠実に守ることによって、確実に痩せら
れることも実証されていて驚いた。
　これからランニングを始めようと思っている人も、私のようにマラソン大会を控えている
人も、ダイエットに悩んでいる人も、まずはこの本を手にとってみてはどうだろうか。

『ランニングする前に読む本
  最短で結果を出す科学的トレーニング』
 （ブルーバックス）
著者名：田中 宏暁
出版社：講談社（2017/2）

I S BN：9784065020050
所　蔵：白山・川越・
 朝霞・板倉図書館

　2012年本屋大賞第一位を受賞したこの本は、日々の
忙しさの中で、読書することを遠ざけていた私を再び本
好きにさせ、読書の楽しさや素晴らしさを思い出させて

くれた本である。この『舟を編む』は、『大渡海』という辞書を出版するまでを描いたとあ
る出版社の辞書編集部員とその周りの人達の物語である。目先の収益重視の世の中
において、非効率で金食い虫、しかも地味で成果の見えにくい辞書作りは、何度も会社
の横槍が入る。主人公・馬締光也をはじめ辞書編集部員、製紙会社や装丁担当者たち
は、情熱を通り過ぎ執念ともいえる根気強さで『大渡海』という一艘の舟を編んで出港
にこぎつける。13年という膨大な時間と労力をかけ何とか完成に向かって邁進する
人々の姿に何度読んでも心打たれる。

『舟を編む』
著者名：三浦 しをん 
出版社：光文社（2011/9）
I S BN：9784334927769
所　蔵：白山図書館

　I love youを、夏目漱石が「月がき
れいですね」と訳した話は有名です

が、それを、あの作家が表現するとどんな言葉を使うのでしょう。こ
の本では、作家たちが小説・詩・手紙の中で表現した様々な「 I love 
you」を、情熱的に、感傷的に、個性的に、狂気的に、浪漫的にと5つ
のジャンルを使って紹介しています。2ページに1つという読みやす
い構成です。芥川龍之介、シェイクスピア、坂口安吾、谷川俊太郎、村
田沙耶香…時代も地域も様々な作家が登場します。もしかすると、こ
の本をきっかけに、自分にぴったりの作家が新しく見つかるかもしれ
ません。「I love you」を表現するのに、こんな多様な表現があるなん
て！と日本語がもっと面白く感じられ、日本語をもっと好きになれる1
冊です。　

『I Love Youの訳し方』
著者名：望月 竜馬
出版社：雷鳥社 
 (2016/12)
I S BN：9784844137160
所　蔵：白山・朝霞図書館

　私のお薦めする本は、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」です。おそらく
既に読んでいる方も多いと思うので、新しい本を読む参考としてこ
の文章を読んで戴いている方達は、ここでさようならということに
なります。では、何故そんなベストセラーを取り上げたかと言うと、

大学時代に自分がハマった本って何だったかな？と思い返した時、浮かんだ本が、この本だった
からです。歴史物にあまり興味が無かった姉が、珍しく薦めてきたのがきっかけで読んだのです
が、幕末という大きな転換期に活躍した竜馬の行動が躍動的に描かれており、遅読のため長編
小説が苦手だった私も全5巻を一気に読んだ記憶があります。不思議と、何かやってみたいとい
う気持ちになる本です。

『竜馬がゆく』 全5巻 
著者名：司馬 遼太郎
出版社：文藝春秋：新装版（1988/10）

I S BN：9784163621609（第1巻）
所　蔵：白山図書館
 （川越・朝霞にも別版あり）

　2017年秋にTVドラマ化された作品で、ご存知の方も多いことと
思います。一気に読むことができます。皆で1つの目標に向けて頑
張る姿に素直に感動します。私も明日も仕事をがんばろう！と励ま
されました。池井戸潤氏の作品は、働くことに希望が持てる作品を
多く書いています。「陸王」以外もぜひ手にとって読んでいただけた
らと思います。また、走ることが好きな方にもオススメです。

『陸王』
著者名：池井戸 潤
出版社：集英社 (2016/7)

I S BN：9784087716191
所　蔵：白山・川越・朝霞図書館

著者名：速水 健朗
出版社：講談社（2011/10）

I S BN：9784062800419
所　蔵：白山・朝霞図書館

著者名：本村 凌二 
出版社：講談社（2010/3）
I S BN：9784062919869
所　蔵：白山・朝霞図書館

　この本は、夏目漱石から
村上春樹に至るまで、様々
な作家が、原稿の〆切に追

われ、のた打ち回り、修羅場から逃亡し、現実に絶望する
様を、本人のエッセイ＝呪詛の言葉を抜き出して綴った、
一大エンターテインメントなのだ。

「だって、出来ないんだから。」（田山花袋）
「少し頭を使ふと痛くなるので思うやうに進行せず。」 
（寺田寅彦）
「自分は朝だけしか仕事が出来ない。」（菊池寛）
「かんにんしてくれ給え。どうしても書けないんだ。」 
（吉川英治）
「〆切が五日のところを、十五日迄延ばしたのですが、と
うてい書く気が出ず上京して断りました。」（梶井基次郎）
「むろん、断るべきであった。」（江戸川乱歩）
「書けないときに書かすと云ふことはその執筆者を殺すこ
とだ。」（横光利一）

　身につまされる言葉（言い訳）ばかりである。著名な作
家でさえこうなのだから、いわんや我々をやである。この
本は多くの人の共感を得たらしく、続刊もでている（『〆
切本２』白山所蔵）。たったいま、レポートの〆切に苦しん
でいる学生の諸君、この本を読んで現実逃避しよう。た
だし、自己責任でお願いします。

『〆切本』
著者名：左右社編集部編 
出版社：左右社 (2016/9)
I S BN：9784865281538
所　蔵：白山図書館

作家さんの性別は、名前ではわからないものです。乾くるみ氏や北村薫氏（男性）、桜庭一樹氏、恩田陸氏（女性）などなど。
作家さんの性別がわからない方が先入観なく物語に没入できるかもしれませんね。

Column
図書館にはDVDやCDも置いてあります。
映画はもちろん海外ドラマシリーズもありますので、視聴覚ブースを利用してお楽しみください。

Column

皆さんは大学に入るまで、どのような本を読んできましたか？
読書家と言われる方でも好きなジャンルや作家は往々にして偏ってしまうもの。
ここに紹介する図書館員お薦めの10作品に少しでも興味を持たれたら、
それは新たな世界が開かれる予兆かもしれません。

東洋大学附属図書館
http://www.toyo.ac.jp/site/library/

3東洋大学附属図書館
http://www.toyo.ac.jp/site/library/
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卒業しても図書館が利用できることをご存知ですか？身分証（現住所が確認できるもの）の提示で入館証が発行され、全館の
図書・雑誌も借りられますので、卒業後も是非来館してください。

Column
板倉図書館では昼休みにアクティブ・ラーニングエリア（飲食可能コーナー）にBGMが流れます。
ちょっと大人な雰囲気のジャズ音楽を聴きながら、ゆったりと昼食を楽しむ学生さんの姿がみられます。

Column

図書館の新しい情報や様々な取り組みを紹介いたします。
東洋大学の学生・教職員は、４キャンパスの図書館を全て利用できます。
普段あまり図書館を利用しないというあなた！
図書館の様々なイベントや企画展などへ是非一度参加してみてください！

TOPICS

1

TOPICS

2
情報検索コーナーのPCを
リニューアル

　2017年度は、白山図書館所蔵の貴重書「朧月 猫のさ
うし」が色々なメディアで公開・掲載されました。『図書館
ガイド2018』の表紙を飾っていますので、是非お手にとっ
てみてください。

　2017年9月に、地下1階　情報検索コーナーのPCをリ
ニューアルしました。マウスやキーボードを静音タイプに変
更するなど、図書館という静かな環境へも配慮がされてい
るので、これまでより
も更に快適にご利用
いただけます。
　また、最新の環境で
は動作しない一部の
データベース向けに、
旧来のPCも一部継続
して運用しています。

上記の企画展は、以下の通りTV放送されました。
【Ｅテレ】 日曜美術館　アートシーン
 ▽ “歌川国芳 ２１世紀の絵画力”展ほか

TOPICS

1
軽読書コーナーが
拡大しました！

　軽読書コーナーをアクティブエリアに移動し、大幅に
コーナーを拡張しました。英語多読本や自己啓発本、暮ら
しに役立つ本、旅の本を更に充実させました。絵本コー
ナーでは、点字絵本やLLブックという「やさしく読みやすい
本」の新しいコーナーを設置しました。視聴覚コーナーで
は、『gleeグリー』やディズニー映画など、語学学習にも役
立つ英語のDVDを充実させました。

　各種イベントやガイダンスの案内、サービスの紹介な
ど、学生のみなさんに有益な情報をお知らせしていきま
す。今後ますますの充実を目指しますので、みなさんも朝
霞図書館の情報をつぶやいてください♪

●黒板ボランティア、活動中！
　朝霞図書館の広報活動の一
環として、黒板アートでのアピー
ルを開始しました。学生ボラン
ティアがデザインから作画まで
を行い、図書館スタッフと一緒に
盛り上げてくれています。
　参加したい学生は大歓迎です
ので、カウンターへお声掛けくだ
さい。

TOPICS

2
図書館の情報発信中
学生のみなさんも参加できます！

資料
貸出

メディア情報
● 府中市美術館企画展
 「歌川国芳 21世紀の絵画力」

画像
掲載

● サライ.jp （2017.7.15配信版／掲載期間終了）
● 『ねこ検定公式ガイドBOOK 中級・上級編』
 （ISBN：9784331803769）
● 『週刊朝日』（2017年12月19日発売号）

TOPICS

1
音楽ホールみたいとは言いすぎ？
響き豊かなコンサートを！

　2016年度からスタートした川越
図書館のライブラリー・コンサート。
　五角形の建物の1・2階が図書
館、中央の螺旋階段があるイベント
スペースは3層吹き抜けの開放的な
空間。その構造ゆえ音楽ホールのよ
うな響きが得られることから、長年
温めてきた企画が始動しました。
　図書館は、ただひたすら静けさが
求められる時代から、学習会話が
認められるアクティブラーニングの
時代。学習環境も変わってきたこと
や、図書館からの積極的な情報発信や教養の涵養などが図
書館の重要な役割であることに基づき実施しています。
　川越図書館では、ただ演奏を聴くだけでなく、演奏家からその

曲や時代背景、楽器に関する専門的な
知識を分かりやすく解説（レクチャー）
していただくことを特徴としています。
　興味がある方はもちろん、「なん
となく知っているけどよくわからな
い」、「興味がない」といった方々に
こそ楽しんでもらい、また興味を
持ってもらえればと思っています。
　併せて関連する所蔵資料や演奏
者のお薦め本なども紹介し、図書
館をより楽しく活用いただけるよう
なイベントにしています。

TOPICS

1 文学賞コーナー

　2017年度から、板倉図
書館では「文学賞コーナー」
を設けました。芥川賞や直
木賞、本屋大賞など、その
年に注目を浴びた作品を
館内のわかりやすい場所に
てご案内しています。今年
度も世間で注目を浴びた
作品を厳選し、いちはやく
利用者の皆さんにお届け
できるように図書館スタッ
フ一同頑張りますのでご期
待ください。

TOPICS

2 地域連携学習支援イベント

　2016年度から板倉町と板倉図書館は、伝統と先進の技
から未来を創造することを目的とした地域連携事業を始め
ました。昨年度は本学
卒業生である三遊亭鬼
丸さんをお招きした落
語イベントや、ストレッ
チ講座などを開催し好
評をいただきました。今
年度も様々な企画を計
画しておりますので、図
書館のWebサイトで
チェックして是非ご参
加ください。

TOPICS

2
図書館から世界へ
飛び出そう！

　語学学習や海外留学を希望する学生に向けてインターナ
ショナルニュースエリアを設けています。世界に関する英字
新聞記事、様々な国の行事、グローバルに活躍する人々の情
報などを英語で掲示したり、英字新聞や外国語文学の読み
方を紹介するコーナー等、多様なコンテンツを提供していま
す。グループでの英語ディスカッションやグローバルキャリア
を目指す学生の個別指導
にも活用されています。ま
た、中央のモニターには語
学学習の助けとなる洋画
の映画等を常時放映して
いますので、是非気軽に利
用してください！

2016年度　古楽の響きとその
魅力 ールネサンスからバロック
へ ヨーロッパの時代の追体験ー

2017年度　JAZZ LIVEによう
こそ！ ーメロディ・コード・リズム 
JAZZの響きの魅力に触れるー

2017年開催
「図書館de落語」

「朧月  猫のさうし」
密かな人気？

おぼろづき

　アカウント 東洋大学附属朝霞図書館 
 @TOYOLibrary_asa
　ハッシュタグ ＃東洋大学朝霞図書館

●ツイッター始めました

東洋大学附属図書館
http://www.toyo.ac.jp/site/library/

5東洋大学附属図書館
http://www.toyo.ac.jp/site/library/
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