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読 書 に 思 う

学長　奥　田　　　勉　

　私は日曜日に家内と一緒に近くのデパートに買い物に出かけることが多いが，この大学に勤めるよ
うになってからは，その時先ず本屋に立ち寄って新刊本や新刊雑誌を見て回り，読みたい本を探すの
である。こんなジャンルの本が買いたいとか，こんな話題を掲載した雑誌が買いたいというのではな
い。新刊の本や雑誌の題目と著者を見て読みたいと思うものがあれば，本を開いて目次をチェックし
て買うかどうか決めるのである。その時の気分次第なので，時には前に見て全然興味の湧かなかった
ものを，後で見てこれ面白そうと思って買うこともある。最近買っている本は文学や評論は殆どなく
て，ビジネス，経済，科学などの分野の本が多い。ミステリー，推理小説，時代・歴史小説などの小
説も殆ど読まない。
　読書は読む人の年齢や職業によってその目的などが変わってくる。私も年と共に本の選び方が変
わってきたと思う。子供時代は伝記物や有名な作家の書いた物語が中心で，それは国語力や思考力，
想像力を養うのに役立ったと思う。青年期や壮年期は自然科学の専門書が中心で，仕事に関する専門
知識を深めるために夢中で読んだ。高年の今は仕事に関連する最新情報を得るために，また，自分の
好奇心を満たすための本漁りへと変わっている。
　最近は，新刊本の数は前年と比べてそんなには減ってはいないと感じるのに，なかなか読みたい
本が見つからなくなった。出版指標年報によれば，本と雑誌の売上金額も6年連続で前年を下回って
いると報告されているが，読み手が減ったのではなく，読みたい本が減っているのではないだろう
か。若者の活字離れが問題となっているが，必ずしもそうではなく，面白い本がないのでゲームや
ipad，iphoneに若者が移ったためなのかもしれない。
　私の読書で改めなければならないと最近思っていることは，本を漁ってかなり買ってはいるが，丁
寧に読まないで上っ面だけを追いかけて，読み終わった時の達成感にだけ満足していることである。
読み返して行間を読むぐらいまで味わって読まなければいけないと思う。古代ローマの哲学者・政治
家であったルキウス・セネカの道徳論集の「心の平静について」の中に興味深い文がある。“学問研
究上の支出はもっとも立派な支出であるが，それでさえ一定の限度が適当である。無数の書物や蔵書
を一体どうしようというのか。これらの本の山は学習者の重荷こそなれ，その教えにはならぬ。（中
略）十分な冊数の書物を求めるのはよいが，一書といえども贅沢のためであってはいけない。（中略）
あのような蔵書も，実は見せびらかしや壁飾りのために揃えられているに過ぎない。”文明は進化し
ても人間の本質的なところは二千年の年月を経ても少しも変わっていないことに驚かされるが，これ
も読書から得られる面白さである。
　年齢を重ねた今も読書することの大切さと難しさ，楽しさ，面白さを身にしみて感じている。読書
は，いずれの年代にとっても，かけがえのないものである。若い人達には，自己形成と自分を鍛える
ためにしっかり読書されることを勧めます。
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伊能図フロア展開催を振り返って

事務部長　野　村　建　明　

　昨年，11月4日（金）から6日（日）の三日間，本学中野キャンパス体育館（高城体育館）で「完
全復元伊能図全国巡回フロア展 in 広島国際学院大学」を開催しました。
　広島，岡山，山口各県で初めての催しでしたが，3月11日の東日本大震災発生ということもあり，
また，初日，二日目と雨模様で目標の3,000人以上集客というのが危ぶまれました。しかし，終わっ
てみれば3,549人と目標を大きく上回り，しかも訪問された多くの方々から，本当に来て良かったと
感謝とお褒めの言葉をいただきました。伊能図とは，正式には「大日本沿海輿地全図（だいにほんえ
んかいよちぜんず）」と言います。伊能図は，大図・中図・小図とあり，大図は，畳約1枚の大きさ
のものが214枚もあり，本学の体育館でも北海道を日本
海側に移動しなければ，展示できないほどの大きなもの
でした。1800年から17年間に8次の測量隊が日本各地を
巡り，伊能忠敬が中心となり実測したもので，天体観測
を行いながら正確を期すといった膨大な作業をその地図
から読み取ることができました。中でも観客は，自分の
故郷の地名や海岸線の形を見ては，その変化を確認し驚
いたり，望郷の念に駆られておられました。東日本に比
べて西日本は，内陸部や瀬戸内海の島々に至るまで描か
れており，美しさや正確さにおいても驚嘆するものでし
た。伊能図の正本は，明治6年の皇居大火災の際に消失したそうですが，その後，佐原の伊能家に副
本があることが分かり，政府が献納を受け東京大学に保管していましたが，大正12年の関東大震災
で消失したそうです。消失する前に複写したものなどが，佐原市の伊能忠敬記念館や東京国立博物館
に一部はありましたが，外は「失われた地図」となっていたものが，その後，アメリカやフランス，
国立国会図書館等で発見され，今回の復元図となったようです。伊能図フロア展と同時開催した特別
講演会で，伊能図フロア展中央実行委員会名誉副会長の渡辺一郎さんから教えていただきました。こ
の渡辺さんは，元はNTTの技術屋で趣味が高じてボランティアで伊能図の発見や展覧会のお世話を
同会事務局長の堀野正勝さん（元国土地理院）らと共に活動しておられます。この方達も伊能忠敬の
気宇壮大な生き様に強い影響を受け，定年後もボランティアで全国を伊能図と共に巡回され，偉大な
先人の偉大な業績の展示・解説をしておられます。
　さて，今回の伊能図フロア展では，同時開催として映画「伊能忠敬－子午線の夢－」や前述の「特
別講演会」，ビデオ「伊能忠敬　羅針の先に見た日本」，「伊能測量機材レプリカ展示」，「測量体験コー
ナー」等を実施しましたが，本学図書館も関連の本や資料など展示していただきました。図書館には
約360人の来館者があり，アンケート調査にご協力いただいた約100人全員から図書館内の伊能図展
についての感想は，全員が楽しかった，役に立ったとご回答いただいたようです。本学で開催した伊
能図フロア展の入場者の感想もほぼこれと一致するのではないかと私は考えており，本学院全員でゲ
ストである訪問者への気配りやもてなしの心が高感度を挙げたと思っています。一生で一度，このよ
うな企画に参加することができた私たちは誇りでもあり，人生の中での輝く思い出の一頁を飾れたの
ではないでしょうか。関係の皆様，大変ご苦労様でした。また，ありがとうございました。
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伊能忠敬展によせて

瀬野川郷土史研究会　事務局　古　川　了　永　

　現在、私は第二の職場に勤務していますが、そこの同僚に刺激され、平成14年から郷土史研究に

没頭することになりました。交代勤務の休日を利用し、旧瀬野川町を巡って郷土史に関係するものを

見聞してきました。しかし，見るだけでは解決できないものが多くあり、書籍を調べる必要が生じま

す。市内の図書館へ行くには時間と費用がかかりますし、貸し出しができない図書もあります。しか

し、当図書館は近くにあり、色んな本を借りて家でゆっくり読むことができるので大変重宝し、お陰

で私の郷土史研究も充実しました。私が郷土史会に加入して10年になりました。前会長が亡くなら

れてから私がお世話をすることになりましたが、力不足ですので何とか会を維持している処です。会

の行事として年に何回かの臨地見学などをしていますが、弱小な会ですので、近くで見学・学習でき

る所を選んできました。

　昨年の初め頃でしたか、当館で「伊能忠敬展」開催の話を耳にし、地元郷土史会としては、この

うえない朗報でした。3月の東日本大震災で開催が危ぶまれましたが、先人の偉業を広く皆さんに見

て・知ってもらうアカデミックなことなので、開催を強く希望していました。幸い大学・関係者の高

い見識で開催して頂けることになり嬉しかったです。開催中に弊郷土史研究会の行事として皆さんで

見学させて頂きました。また，知人にも案内して見学してもらいました。

　伊能氏は素晴らしい（すごい）方ですね。これまでに書籍・テレビ等で活躍は知っていましたが、

どういう方法で測量されたのかよく知りませんでした。今回、機材と使用方法を展示・解説してあり

理解できました。今日ですと、GPS・トランシット等便利な機器があり、迅速に測量できますが、

江戸時代の機器で測量するとなれば、大変な苦労の連続だったと思います。

　初めて伊能大図の上を歩かせて頂きましたが、日本の形が今日と全く同じです。あの簡単そうな測

量機器で極めて正確に測量されていることに感服しました。しかも日本全国を巡られ、また殆どの

島々も測量しながら一周されていて、その指導力・学力・体力・気力には頭が下がりました。伊能

大図には当地方の地名も多数記されていて、皆さんが興味深く覗き込んでいらっしゃいました（写

真）。今日の日本繁栄も、ベースには伊能氏の地図があったればこそかなと秘かに思っています。

　今回、大学・関係者のご尽力で「伊

能忠敬展」を開催して下さったことに

厚く厚くお礼申しあげますとともに、

今後も地域に開かれた大学として、色

んな事業を展開して頂きたく希望しま

す。
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　平成23年11月4日～6日の間で開催されました「完全復元伊能図全国巡回フロア展」において、図
書館では、次のコーナーを設置しました。

＊「日本地図をはじめて作り上げた人物　伊能忠敬」展示コーナー
　　　伊能図、広島と伊能忠敬についての資料、伊能忠敬関連図書（36冊）、かみしばい（22枚）、
　　　広島周辺の伊能図（180㎝×180㎝）等の展示

＊「御手洗測量の図」コーナー
　　　「伊能忠敬の足跡、御手洗測量の図」をパソコンで視聴（くれ・
　　　情報ステーションで放送分）、
　　　「御手洗測量の図」の展示（呉教育委員会提供）

＊伊能図（広島近辺）検索コーナー
　　　大塚先生制作の案内サイト（地図）により、広島近辺をパソコ
　　　ンで検索

＊「創立84周年本学院の歴史」展示コーナー
　　学院の沿革パネル、学院広報、大学案内、大学祭パンフレット、卒業アルバム等の展示

【来館者数等】

入館者数 うち学外者数 アンケート回収数 図書館利用
申込申請数

11月４日（金） 92 61 21 0
11月５日（土） 121 76 33 3
11月６日（日） 147 89 35 3

合     計 360 226 89 6
延べ360名の方々に来館頂き、89名の方にはアンケートに協力いただきました。
尚、アンケート調査結果は以下のとおりです。

【図書館について】
初めて来た 76
今までに来たことがある 12
無回答 1

「本学図書館に初めて来た」とお答え
になられた方は76名で、約85％の方
でした。

【館内の伊能展についての感想】
楽しかった　　 62
役に立った 43
面白くなかった 0
役に立たなかった 0
その他 0
図書館に来館いただきましたすべて
の方に、 「楽しかった」「役に立った」
という感想を持っていただきました。

（ ）

（ ）

（ ）

「完全復元伊能図全国巡回フロア展」における　　　
　　　　　　　　　　　　　　　図書館公開について

【図書館についての感想】
広い 34
狭い 5
利用しやすい 30
利用しにくい 0
本が多い 21
本が少ない 2
今後利用したい 20
その他 9

「広い」「利用しやすい」と回答して
いただいた方が多く、「今後利用した
い」と回答していただいた方が22％
いらっしゃいました。



伊能忠敬関連図書の展示

資料展示の閲覧風景

広島と伊能忠敬についての資料展示

かみしばいや伊能忠敬関連図書の閲覧風景
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【 住所】
広島市安芸区 19
広島市南区 15
広島市東区 8
広島市中区 7
呉市 7
廿日市市 5
広島市安佐北区 4
広島市佐伯区 4
東広島市 4
広島市安佐南区 3
広島市西区 2
府中町 2
海田町 1
世羅郡 1 広島市安芸区にお住まいの方が多かったのですが、

県北、山口県から来られた方もいらっしゃいました。山県郡 1
山口県 3
無記入 3

　本学図書館には、初めて来られた方がほとんどでしたが、多くの方より、「利用しやすい」「本が多
い」「楽しかった」との評価をいただきました。これを機会に、地域の方々に多数ご利用頂けること
を期待しております。

【伊能展展示風景】

【伊能展閲覧風景】

【性別】
　男　性 47
　女　性 42

【職業】
会社員 16
高校生、大学生 14
公務員、教師 11
主婦 11
その他 25
無記入 12

（ ）



著　者　原田曜平、余蓮
出版年　2009年
出版社　洋泉社
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〔優秀賞〕

中国新人類・八〇后（バーリンホゥ）
が日本経済の救世主になる

現代社会学部　３年　加　藤　有　希　

　この本は、未だ日本人の耳になじまない中国における「新人類」について述べるとともに、日本人

が変容する中国の若者たちとどのように付き合ってゆくべきか、日本に主観的な立場をとって論じて

いる。ただ、この本を読んでみて僕は、日本人と「新人類」の関係は、まだ目を向けるに早計と感じ

た。歴史学徒の悪癖でもあるのだが、中国史におけるこの事象の位置づけというもの、そちらへ関心

が強まってしまう。ゆえに今回は、将来の日中関係より、中国内国における展望に、重きを置きたい。

　これまでの中国人というと、日本人はとかく、共産主義のイメージから離れにくい。ただ、実際の

ところ、中国は資本主義の水にその巨体を踏み入れて久しいのである。そして、特に共産主義国家の

強権におびえた粛清の時代を肌で知らない世代だからであろうか、新人類はどっぷり、キャピタリズ

ムを軸とした自由主義に染まっている。

　少なくとも競争意識という点において､彼らの積極性は日本の同世代を凌駕している。日本が教育

から厳しさを排除し､個性や自由を尊重していったとき､中国はありあまるエネルギーを厳格で競争の

激しい教育に注ぎ、強力きわまる新世代を生み出していたのである。彼らはいわゆる「一人っ子政

策」で生まれた世代、ただでさえ高水準な教育を受け、家庭でも大切にされてきた。多少、鼻持ちな

図書館懸賞作品コンクール

　毎年、図書館で主催しております図書館作品コンクールでは、学部生、大学院生より、読書感想文

のみならず、エッセイ等も募集しています。平成23年度は、3作品の応募があり、次に紹介しました

1作品のみの入選となりました。この作品コンクールは、学生が本に親しみ、その感想を書きとめた

り、日頃の想いを文章にする習慣を身につけ、読解力や文章力を育てるために行っております。

　尚、毎年行われますコンクールの賞品につきましては、大学後援会よりご支援をいただいておりま

す。紙面をお借りし、お礼を申し上げます。



図書館懸賞作品コンクール表彰式（平成23年11月29日）
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らない印象も受けるが､能力的な優秀さは言うまでもない。

　加えて､彼らの無視できない特徴は、既存の中国政府､社会への不満である。これは現代中国の歴史

において､きわめて危険な要素であると僕は思う。中国はこれまで､若者の不満を暴力で粉砕してき

た。天安門事件などは最たる例で､あの国では政府の暴力が、自国から見た罪悪ではないのだ。若い

世代が革命に振り向けるエネルギーは文字通り怒涛､それを抑止するのは暴力をおいてほかにない。

ただ、時として政府の暴力は民衆の勢いに敗れるのだが、それは中国政府の指導と強権のたまもの

か、防がれてきた。そういう意味でこれまでの中国は歴史が残した教訓に忠実であった。政府の強権

が革命の勢いを抑止できていたのは、厳格な情報統制により､革命勢力の有機的な結合を阻止してい

たためである。現在､その統制は絶対ではなくなった。いかに強硬な意思で情報を統制しても､高度情

報化社会では徒労である。ネットワーク・インフラの整備されていない一部国家は別だが、進歩した

中国はその限りではなくなった。バーリンホゥは社会の進歩も相俟って、政府の掣肘を排し､新たな

ステップに踏み出しているように思える。

　ただ、この考えも歴史の先例にぶつかる。かつて日本で革命を叫び､飽くなき闘争に身を投じた全

共闘世代、彼らも最終的には既存の権力に迎合し､既得権益をむさぼる側へと変貌していった。革命

のみに終始し､身をすり減らした若者の一部は、犯罪者として社会を追われた。時代は違うが、革命

世代の変遷は、いつの時代も似たようなものだった。革命家はいつも夢のような目標に取り組み、

自身の理想に斃れてきた。時に、宗旨替えを余儀なくされてきた。さて、現代における「革命的世

代」、中国の新人類は全共闘世代の轍を踏むか､はたまた違う道を歩むか。資本主義の水で育ち､社会

主義の水に触れた世代は革命に頓挫した。それが折衷したこの世界で、新人類はどう生き､何を中国

にもたらすか、それは進歩か、あるいは破滅か、退嬰か。非常に興味深い。かつてナポレオンは近代

初期の中国を「眠れる巨大な獅子」と評した。確かに中国は巨大さに見合う経済基盤を確立した。た

だ、それはまだ、ナポレオンが示唆したような「強大さ」には至っていないのではないか。中国を、

真に獅子とたらしめるのは、これからの中国を担っていくであろう、新世代なのかもしれない。
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部門 順位 学　　　科 名　　　　　　　前 貸出冊数 部門 順位 学　　　科 名　　　　　　　前 貸出冊数

1 現代社会学科 高雄　 康弘 391 1 情報デザイン学科 佐々田　啓吾 1,078

2 　工学研究科（D) 細川　 雄一
174.5
(179) 2 　　総合工学科 宮崎　 敦次 507

3 　　総合工学科 瀧谷　 勇司 121 3 現代社会学科 牧原 　智也 427

4 　　総合工学科 石井 　貴浩 81 4 　　総合工学科 井出　 拓希 426

5 現代社会学科 孟　   祥瑜 69 5 　　総合工学科 古泉 　拓海 404

6 現代社会学科 相模　 雄太
66

(74) 6 　　総合工学科 伴之木　貴博 357

7 現代社会学科 佐藤　 元紀
61

(83) 7 　　総合工学科 竹光 　真一 345

8 　　総合工学科 平山　 悠圭 52 8 現代社会学科 山野　 倹弥 340

9 　　総合工学科      片山　有紀子
47.5
(48) 9 　　総合工学科 谷村　 大介 332

10 　　総合工学科 山本　 友貴 41 10 　　総合工学科 丸本 　隆士 293

10 　　総合工学科 島　      亘 41

12 情報デザイン学科      佐藤　十喜秀
37.5
(48)

12 　　総合工学科 能網　 一樹
37.5
(40)

14 　工学研究科（M) 張　     輝 34

14 　　総合工学科 三成　 龍也 34

短大分館

部門 順位 学　　　科 名　　　　　　　前 貸出冊数 部門 順位 学　　　科 名　　　　　　　前 貸出冊数

1 自動車工学科 和田　　亜真 38 5 専攻科（整備工学専攻） 丹羽　　貴大 13

2 自動車工学科 松原　　弘明 35 8 自動車工学科 平岡　　知晃 12

3 専攻科（整備工学専攻） 中山　　裕樹 25 9 自動車工学科 池田　　　将 11

4 専攻科（整備工学専攻） 松原　　宏平 16 10 自動車工学科 久保　　大輔 10

5 自動車工学科 溝口　　勝也 13 10 自動車工学科 仲山　　雅樹 10

5 専攻科（整備工学専攻） 西原　　康成 13
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一般図書部門の娯楽図書は１冊を0.5冊としてカウント　（）は貸出総冊数

   平成23年度　図書館優秀利用者表彰について（ご報告）

平成23年度の図書館優秀利用者は、下記の学生25名に決定しました。 尚、大学後援会より
補助金をいただき、図書カードを進呈しました。 　　　　　　　　　　　（平成23年4月1日～平成23年12月26日）
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本館（工学部・情報デザイン学部・現代社会学部） 〒739-0321広島市安芸区中野６丁目20-1   ☎（082）820-2536

自動車短期大学部分館　　　　　　 　 〒739-0302広島市安芸区上瀬野517-1       ☎（082）820-3541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成23年度の図書館優秀利用者は、下記の学生１１名に決定しました。 尚、短大後援会より
補助金をいただき、図書カードを進呈しました。 　　　　　　　　  　（平成23年4月1日～平成23年12月28日）

一
般
図
書
部
門

一
般
図
書
部
門

  今後も図書館のご利用をお待ちしております 
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　平成23年度の図書館優秀利用者は、下記の学生25名に決定しました。尚、大学後援会より 
補助金をいただき、図書カードを進呈しました。 （平成23年4月1日～平成23年12月26日）

　平成23年度の図書館優秀利用者は、下記の学生11名に決定しました。尚、短大後援会より 
補助金をいただき、図書カードを進呈しました。 （平成23年4月1日～平成23年12月28日）

部門 順位 学　　　科 名　　前 貸出冊数 部門 順位 学　　　科 名　　前 貸出冊数

一

般

図

書

部

門

1 現代社会学科 高雄　康弘 391

娯
楽
図
書
部
門

1 情報デザイン学科 佐々田啓吾 1,078
2 工学研究科〔D〕 細川　雄一 174.5(179) 2 総合工学科 宮崎　敦次 507
3 総合工学科 瀧谷　勇司 121 3 現代社会学科 牧原　智也 427
4 総合工学科 石井　貴浩 81 4 総合工学科 井出　拓希 426
5 現代社会学科 孟　　祥瑜 69 5 総合工学科 古泉　拓海 404
6 現代社会学科 相模　雄太 66(74) 6 総合工学科 伴之木貴博 357
7 現代社会学科 佐藤　元紀 61(83) 7 総合工学科 竹光　真一 345
8 総合工学科 平山　悠圭 52 8 現代社会学科 山野　倹弥 340
9 総合工学科 片山有紀子 47.5(48) 9 総合工学科 谷村　大介 332
10 総合工学科 山本　友貴 41 10 総合工学科 丸本　隆士 293
10 総合工学科 島　　　亘 41 一般図書部門の娯楽図書は１冊を0.5冊としてカウント

（　）は貸出総冊数
〔Ｄ〕：博士課程
〔Ｍ〕：修士課程

12 情報デザイン学科 佐藤十喜秀 37.5(48)
12 総合工学科 能網　一樹 37.5(40)
14 工学研究科〔M〕 張　　　輝 34
14 総合工学科 三成　龍也 34

部門 順位 学　　　科 名　　前 貸出冊数 部門 順位 学　　　科 名　　前 貸出冊数
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1 自動車工学科 和田　亜真 38 一
般
図
書
部
門

5 専攻科（整備工学専攻）丹羽　貴大 13
2 自動車工学科 松原　弘明 35 8 自動車工学科 平岡　知晃 12
3 専攻科（整備工学専攻）中山　裕樹 25 9 自動車工学科 池田　　将 11
4 専攻科（整備工学専攻）松原　宏平 16 10 自動車工学科 久保　大輔 10
5 自動車工学科 溝口　勝也 13 10 自動車工学科 仲山　雅樹 10
5 専攻科（整備工学専攻）西原　康成 13

　広島国際学院大学図書館発行　
　◦本館（工学部・情報デザイン学部・現代社会学部） 〒739-0321　広島市安芸区中野６丁目20-1 ☎（082）820-2536
　◦自動車短期大学部分館  〒739-0302　広島市安芸区上瀬野517-1 ☎（082）820-3541

ホームページURL　http://office.hkg.ac.jp/~toshokan/

今後も図書館のご利用をお待ちしております

短大分館
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