
巻頭言

理事長　鶴　素直
　私が小学校に入学したのは昭和21年である。 敗戦の翌年になる。 社会情勢は戦後の混乱のただ中にあっ
た。 敗戦後はあらゆる生活物資が不足し， 横行していた闇市で糊口をしのぐのが精一杯であった。 食料も
住居も衣服もろくになく，街路には戦災孤児と飢えが満ちあふれていた。 日常生活の維持は困難を極め， 世
間には虚脱感が流れる明日の見えない不安で暗い時代であった。 特に食糧難は子を持つ親を苦しめていた。
　私は小学1年生の時， 博多の小学校から広島県安芸郡海田町の小学校に転校した。 当時は町村合併前で， 
奥海田村にあった奥海田小学校（現在は系列高校の隣にある東海田小学校）である。 そこで小学生の大半を
過ごし卒業した。 物資がない中， 学校へはふだん着の服装で登校し， 履き物は下駄やわらで編んだ草履の
者も少なからずいた。 私はたまに飾りのない白のスニーカーを買ってもらった。 丈夫でないので破れたり
していたが， そのまま履いていた。 カバンはなく， 教科書は風呂敷に包んでいた。
　青年男性の多くは戦争に駆りだされていたから， 正規の先生は不足し， 教員免許を持たない人が代用教
員を勤めていた。 小学校には形ばかりの図書室があり， 教室の片隅に不十分ながら本が並べられていた。
　小学校 6 年生になると担任の先生が K 先生に替わった。 K 先生になって大きく変わったことは朝のホー
ムルームの時間である。 毎朝 15 分程度， K 先生は「クオレ物語」を朗読してくださることになった。 皆静
かに聴いていた。 「クオレ物語」に対する印象としては， 自分たちの置かれた厳しい生活に潤いを与えてく
れたようでもあり， 頼もしい少年， 人のために尽くす少年が登場し， 愛や正義が通っていたような記憶も
ある。
　奥海田小学校で当時， 本の朗読をされていた先生は私たちの担任のK先生のみであった。 今， 小学校時
代を振り返ってみて， K先生は適切に選書し， 私たちに希望を与えようと行動されたのだなと感謝してい
る。 「クオレ（CUORE）」というタイトルはイタリア語で「愛」の意味にも使われている。 物語はナポリや
フィレンツェ等イタリアの各地域が舞台となっている。 親子， 兄弟， 隣人愛など心温まる光景が日記形式
で描かれていて， 読む者に強い感動を与えてくれる。 先生は物語の美しい情景を通して感動を私たちに伝
え， 感動を通じて私たちをより良く育み， 本好きにしようとされたのだろう。
　人間の心は弱く過ちを犯しやすいから， 作者は極めて高い倫理性を描いて， 生育過程にある少年少女に
究極の「愛」の姿を示そうとしたのかなと思う。
　「クラス会」をすると懐かしい「クオレ物語」がよく話題に登る。 同級生の女性はイタリアのナポリを訪れ
た際， 「クオレ物語」がすぐに頭に思い浮かんだと言っていた。 印象の強い「クオレ物語」と共に K先生への
感謝の気持ちから， 私たちの小学時代のクラス会の名称は「クオレ会」と名付けられている。  40 歳代から
30 年間も「クオレ会」は毎年開かれている。

困難な少年期に，潤いを与えてくれた『クオレ物語』
ー 担任の先生が毎朝朗読，感謝は今なお ー
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図書館活動記録

図書館の活性化を図るため、図書館は日々さまざまな取り組みを行ってきました。
その中からピックアップした、2013 年度の活動記録をご紹介します。

6/186/18 L ib ra ry  News 発行

10/2010/20 大学祭で古本市開催

12/1212/12 JDreamⅢ講習会

表面は、おすすめの図書の紹介と読書推進の 
スタンプラリーの告知を掲載しました。裏面は、
学生にぜひ使ってもらいたい、便利な「OPAC  
MY L ib ra ry」の機能について掲載しました。

図書館前にて、古本市を開催しました。天候が優れない中、たくさんの方々に来ていただきました。　
古本市は、 絵本を揃えていたため、 多くの家族連れでにぎわいました。絵本の他にも、専門書、参考書、
文庫、漫画、雑誌バックナンバーや文房具を販売しました。そして、購入していただいた方に、ドリンク
とお菓子のサービスを行いました。また、図書館内にて、本に親しんでもらう企画として、クイズラリー
を行い、正解者には、お菓子をプレゼントしました。
古本市にご協力いただきました皆様には、紙面を通じてお礼を申し上げます。尚、古本市の収益の一部
を利用して、学内の花壇にパンジーを植えました。

9号館4階PC1教室において、株式会社アイ•エス•
シー山田さんをお招きして、JDreamⅢの講習会を
開催しました。講習会は、JDreamⅢの基本的な
利用方法をとても分かりやすく説明していただき
ました。
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図書館リニューアル

カウンター前の通路を広げ、入りやすい図書館へ
とリニューアルしました。更に、椅子も設置しま
したので、待ち合わせや、荷物を出し入れする際
にご利用ください。

2F文庫•新書棚の配架をリニューアルしました。これまで文庫•新書は、出版社ごとに分けて配架してい
ました。リニューアルすることによって、同じ著者の図書が探しやすいようになりました。
(※ただし、岩波文庫•新書、カラーブックス、ブルーバックス、サイエンス•アイは今まで通り別置してい
ます。)
また、2F に入ってすぐの棚に、「おすすめの文庫•新書コーナー」を設置し、新刊やおすすめの本を紹介
しています。合わせて、ご利用ください。

HPをリニューアルしました。TOPページから新着
図書の一覧が表示でき、 「利用案内」、「学外の方
へ」のページからフロアマップが閲覧できるよう
になりました。さらに、情報検索を充実させ、   
新たに「よくある質問」を追加しました。  また「お
しらせ」では、最新情報をお届けしています。

図書館は学生のみなさんにとって、より使いやすく、より過ごしやすい図書館を目指しています。
昨年度に続き、リニューアルした図書館をご紹介します。

7/117/11 図書館カウンター前 9/259/25 図書館HP

9/179/17 2F文庫•新書コーナー
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図書館懸賞作品コンクール

図書館懸賞作品コンクールでは、毎年、学部生•大学院生より、読書感想文やエッセイ等を募集して
います。 このコンクールでは学生が本に親しみ、その感想や思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事を目的に行っております。

平成２５年度は図書館懸賞作品コンクールに５作品の応募があり、10月 17日に厳選な審査の結
果、次のように決定しました。

[最優秀賞 ]
情報文化学部１年　　　奥原琴理さん　「私らしく〝イキル”ために」
[優秀賞 ]
情報文化学部１年　　　河西悟さん　　「面白かった本」
[佳作 ]
自動車短期大学部２年　松原弘明さん　「私を変えた本」 
その他、 応募いただいた方には、 参加賞をお渡しいたしました。

図書館長から賞状を受け取る奥原さん(左)、河西さん(中央)、松原さん(右)

図書館懸賞作品コンクール表彰式（平成25年11月20日） 今回応募したきっかけや作文の感想を述べていただきました

尚、コンクールの賞品につきましては、大学後援会と短大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。

次回、平成 26年度は夏頃、作品の募集を開始する予定です。 多数のご応募をお待ちしております。
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最優秀賞最優秀賞 私らしく〝イキル” ために

　私は、河野英太郎が書いた“99％の人がしていないたった1％のリーダーのコツ”という本を

読んで、自分の今の在り方について、知らされました。

　高校に入学するまで、私は人に言われたことを黙々とこなす、いわば“人について行くだけの

人”でした。高校に入学してからは大きく変わりました。生徒会に所属し、あらゆる行事のプロ

グラムを企画するにつれて、「今自分は全生徒の代表としてこの役目をさせてもらっていて、今

までの私は無意識に楽をしようとしていた」という思考になっていきました。その思考が根付い

てしまって、集団行動のなかで何か指示を出すときや、行事の進行をする際に、「自分がしっか

りして、人よりできてなくては、大した指示もできない」という固い考えが、日常の中でかなり

足を引っ張っていました。そんなとき、ふと目に留まったのが、この本でした。

　内容には全く、「人より努力しろ」なんて言葉はなく、また、“特別なセンスが必要である”

という要素もありませんでした。ただ、「ふつう」でいいと書かれていたのです。それは、本の

序章に書かれていたため、図書館でふと手にとってページを開くと、あまりにも図星の内容に、

一瞬にして凍りつきました。それまで正しいと思っていたことがひっくり返されたようでした。

それと同時に、気持ちが軽くなるのを感じました。その本を借りてじっくり読むと、リーダーと

は、マネージャーのようにひとつのチームを一番に導くものではなく、ひとつのチームの良さを

見てまとめ、行事を起こすものであることと、リーダーにマネージャー要素を強いられていると

いう考えが多くの人に染み渡っているということがわかりました。実はリーダーとは私たちが普

段普通にしている要素に当てはまるものだったのです。例えば「今晩、寿司が食べたいと思っ

た。しかしそれには親の説得が必要だ。説得をする為に弟や妹に話を持ちかけ、共感を持っても

らい、味方を増やす。そして、今の時期はブリが美味しいという情報を調べておく。説得材料が

そろったら親に寿司が食べたいこと、共感者がいること、ブリが美味しいことを伝える」という

プロセスは、行事提起をしているので、家庭内でのリーダーの役目をしたことになる。そう考え

ると、変にまとめることや、問題提起をする必要はなく、ただほんとうに「ふつう」に自分のま

わりを見て、自分の考えを伝えればいいのだとわかります。

　今までしてきたことは、無駄ではないと思いますし、リーダーのポジションになる、ならない

に関わらず、これからはもっと気楽に、「ふつう」な自分でいたいと思います。

情報文化学部　現代社会学科
１年　奥原　琴理
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面白かった本優秀賞優秀賞

情報文化学部　現代社会学科
１年　河西　悟

　私は高木雅行さんの“タテジマ飼育のネコはヨコジマが見えない”を読んで錯覚の面白さを再確

認することができたと思う。

　私は、猫が好きだ。 人懐っこく、擦り寄ってきては甘い鳴き声で私を虜にする。 そんな猫が私は

大好きだ。 この本を読むきっかけも、ただタイトルに「ネコ」という文字が見えたからという軽い

理由だった。

　“ネコ”という単語に惹かれ、読み出したこの本は、“ネコはヨコジマに弱い”、“女には見えて男に

は見えない物”など身近なものに生じる不思議な錯覚について、 わかりやすく記されてありス

ムーズに読み進めることができ、 私にとってとても好奇心をくすぐられる内容だった。

　しかし、１つ残念なことがあった。 それは、 この本に高木雅行さんが冒頭で書き記した内容で

ある。 そこには“ネコは飼い主のヒトのことを「エサのなる木」ぐらいに感じています。”と書き記

してあった。 私は、ひどく衝撃を受けた。 甘えてきてかわいいとばかり思っていた、ネコの愛くる

しい行動の裏には、自分の所有物だとほかのネコに訴える、「マーキング」という行為があり、ただ

「エサのなる木」を確保しているに過ぎなかったのだ。

　そんな悪知恵を持つネコにも可愛らしい弱点がある。 彼等は、ある一定期間タテジマの世界で

生活すると、ヨコジマが見えなくなるらしいのだ。 これは、オックスフォード大学で行われた実験

で、横しまの床に高さ１mほどの机を置き、その上にタテジマの世界で飼育されたネコを乗せ、飛

び降りるように命令するという内容だった。 この実験は、「ネコは命令に反して飛び降りない」と

いう結果になった。 なぜこのようなことになったのか。

　ネコにはもともと”ヨコジマに関する細胞”が少ないらしく、先ほどの”タテジマ世界で一定期間

生活する”という条件を加えると、それらの細胞が完全に消滅するらしい。 ヨコジマに関する細胞

がなくなったことで、ヨコジマがネコの視界に映らなくなり、机の上のネコにとって１m先のヨコ

ジマの床など存在せず、何もない空間、言ってしまえば底の見えない穴に見えたため、飛び降りる

ことができなかったのだろう。１ヶ月のリハビリを続けることで、“ヨコジマに関する細胞”は元通

りになるそうなので心配はいらないと書かれていたので、実験による後遺症は問題ないらしい。

　普段、２mやそれ以上の高さの塀の上から軽々と飛び降りる勇敢なネコも、以上のような実験を

してみると、たった高さ１mの段差を前にして縮こまる、臆病なネコにはや代わりしてしまうと
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私を変えた本佳作佳作

自動車短期大学部　専攻科
２年　松原　弘明

　私の人生を変えた本は、 小学生の頃に読んだ伝記、 野口英世でした。

　幼い頃の私は体が小さく弱かったため、よく病院に通っていました。 通院の甲斐もあって体は

良くなりました。そして、私を元気にして下さった先生を慕い、医師を志すようになりました。そん

な頃にこの伝記を読み、 英世のどんなに辛い時でも目標の為に努力する様に心を打たれました。

　私は英世が黄熱病や細菌学の研究をして人々を救った姿に感銘を受けたまま成長し、「薬学部創

薬科に進み癌を治す新薬の開発を進め、そして癌に悩まされている人々を救いたい」と目標を具体

的に定めることができました。

　しかし大学受験で薬学部の受験に失敗し苦しんでいた時に、中学時代からの先輩であり、現在私

の通っている大学の卒業生でもある、とても尊敬している方に、この学校を勧められました。 初め

は悩みあぐねましたが、 父と祖父も自動車に関する職に就いており、私自身も自動車が好きなこ

ともあり、この道を歩むことを決心しました。 そして図書館で「世界の伝記　野口英世」を見つけ

た時に、やはり私の「人を救いたい」という思いは変わらないと感じました。

　他人からすると夢を捨て、今まで考えていたこととは違う道を選んだように思われるかもしれ

ませんが、 自動車整備士になると決意させたのは、私が幼いころに感動を覚えた英世の姿だった

と思っています。

　医学とは全く違う仕事ですが、 「しっかりとした整備で大事故を未然に防ぎ、人々の命を守り、

救い、楽しいカーライフを送ってもらう」言わば、車のお医者さん。 それが現在の私の夢です。    

自動車のタイヤやネジの締め忘れといった小さなミスから人の命を守るという新たな目標を定め、

日々学業に励んでいます。

　私の原点にはいつも野口英世がいます。 これからの人生を時々原点に返りながら、日々私なりの

研究を続けて生きていきたいと考えています。

思うと、どことなく可愛らしく思える。

　私はこの本を読んで、ネコに騙されていたという衝撃的な事実を知ってしまったが、またかわ

いい一面を知れたので、これからもネコたちをかわいがっていこうと思う。



図書館優秀利用者表彰

本館 下記の学生 2３名に決定しました。

図書館では毎年、貸出冊数の多い学生を表彰し、上位者に賞品を授与しています。
賞品は大学後援会•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。

短大分館 下記の学生 6 名に決定しました。

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

13

食農バイオリサイクル学科

総合工学科

現代社会学科

総合工学科

情報デザイン学科

食農バイオリサイクル学科

生産工学科

院工学研究科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

現代社会学科

藤田 美穂

島 亘

グェンティミンツ

北山 稔

石田 椋子

竹嶋 敦至

谷岡 佳紀

井堰 絵里佳

白浜 大地

藤仙 克信

正力 実紗

瀧谷 勇司

井口 雄貴

182

82(99)

98

66

60

57

55

37(53)

49

46(47)

38

38

36

学科 名前 貸出冊数

一般図書部門

順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

総合工学科

総合工学科

食農バイオリサイクル学科

現代社会学科

総合工学科

現代社会学科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

総合工学科

谷川 潤一郎

北村 隆彌

小早川 拓真

小澤 大輔

宮崎 敦次

中本 悠貴

亀迫 真成

井出 拓希

波多野 雄大

三浦 峻資

489

404

302

278

255

241

238

230

207

198

学科 名前 貸出冊数

娯楽図書部門

期間：平成 25年 4月 1日～平成 25年 12月 26日

※一般部門の娯楽図書は１冊を 0.5 冊としてカウント
（　　）は総貸出冊数

期間：平成 25年 4月 1日～平成 25年 12月 27日

順位

1

2

3

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

自動車工業科

松原 弘明

小郷 真吾

新宅 裕一

71

23

22

学科 名前 貸出冊数 順位

5

4

6

専攻科(整備工学専攻)

自動車工業科

自動車工業科

岩田 真之介

黒川 実頼

相原 瞳

15

16

14

学科 名前 貸出冊数

本館 (工学部 /情報文化学部 ) 〒739-0321 広島市安芸区中野 6丁目20-1  ☎(082) 820-2536
〒739-0302 広島市安芸区上瀬野町 517-1   ☎(082) 820-3541自動車短期大学部分館
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おめでとうございます
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