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特集『大学時代』　　　　　

　 5月 16 日（金）に、直木賞作家の中島京子さんの講演会が行われました。
　『大学時代』という講演テーマのもと、中島さん自らが学生時代を振り返り、大学
や図書館、本などにまつわるお話を語ってくださいました。
　中島さんの過ごした東京女子大学は、緑の多い環境、ワンキャンパス、ゼミや卒論
が必須と、成城大学と共通する点も多く、より興味深くお話を聞くことができたので
はないでしょうか。

　今回の講演会が実現したのは、大学の職員と中島さんが大学時代のゼミの先輩後輩
の関係にあったこと、そして 30 年近く経った現在でも指導教員を含め交流が続いて
いることによります。
　みなさんにとっても、こうした学生時代のゼミやサークル活動でのつながりは社会
人になってからもいろいろな場面で続いていくことでしょう。

　講演の中で中島さんは、ゼミや卒論を通じて、“調べて、書く”ことの基礎力が身
につき、現在の執筆活動に欠かせない資料収集には最初から困らなかった、と振り返
られていました。社会に出てからやることになったことの練習を大学時代にやってい
たんだなぁと気付いたそうです。また、他にもやったことはあるはずなのに、思い出
すのは書いて書いて書きまくったことばかりだそうで、こういった一見無駄に思える
時間、訳のわからないような時間を持てるのも大学生の強みであるので、今のうちに
“やりたいことは全部試してみるべき”というメッセージをいただきました。
　いつか学生時代を振り返った時、様々な経験が意外に身近な部分で活かされている
ことに気付くかも知れません。
　この講演会の様子は、次頁でご紹介いたします。
　
　ということで、7月号は、中島さんの講演にちなんで、同じ『大学時代』というテー
マで特集を組んでみました。
　本が大好きだという現役の成城生、同じく本や図書館が大好きだったという若手図
書館職員が、それぞれの大学時代について語ります。

　さて、学生生活まっただ中にいるみなさんの“今”は、いかがでしょうか。

（文・松本／イラスト・近藤）
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畠山　仁美

　図書館主催の初企画である今回の講演会。『小さいおうち』で第 143 回直木賞を受賞した作家の中島
京子さんをお招きして、大学時代をテーマにお話を伺いました。質疑応答あり、サイン会あり！の楽
しい講演会となったその様子をご紹介いたします。

■ とにかく「書いた？！」学生時代
　中島さんはご自身の大学生活を振り返ると、長編小説、ミニコミ誌、演劇の脚本、雑誌のライター、
卒業論文など…とにかく書いてばかりいらっしゃったようです。書くことと、読むことは密接につな
がっているようで、読むということに対しては「能動的に読む」という言葉が印象的でした。読書は
想像力でもって自由に楽しむもの。どのように読書の楽しみを見出すかを共感できたように思いまし
た。また、調べ物には図書館をよく活用され、卒論制作時は、資料集めのために国会図書館や地方の
図書館に出向いたこともあるそうです。そうした経験が今のお仕事にも活きて、大学生活での豊富な
図書館利用が、中島さんにとって調べることの基礎となっているというお話に、私は図書館員として
嬉しい思いがいたしました。

■ 学生へのメッセージ
「あまり良い学生ではなかった」と謙遜する場面もありましたが、
学生に対しては、「学生のうちにやりたいと思うことはやってみ
ると良い」というメッセージをいただきました。中島さんは中学
生頃から小説を書き始めて 39 歳でデビューをされるまでの長い
間、遠回りをしたけれど過去の経験がすべて、今の作家として歩
む道につながっているというお話が、私には強く心に響きまし
た。

■ 質疑応答編
　中島さんが小説を書かれるとき着想の元になるのは、何か
を読んだものに対して触発されるということが大きいようで
す。それに対して「最近読まれた図書のなかで印象深いもの
は？」という学生さんからの質問があり、回答はルース・オ
ゼキ著の『あるときの物語』でした。こちらの図書は図書館
にも所蔵がありますので（請求記号 933.7/O98t/1~2）、ぜひ
読んでみてはいかがでしょうか。学生のみなさんも能動的に
読書を楽しみながら、何かに強く触発されるような読書体験
が、この大学生活でできると良いですね。

（はたけやま　ひとみ／図書館整理課）

特集 『大学時代』
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　アンケートに寄せられた感想の中からいくつかをご紹介いたします。

・大学生活をどのように過ごされたか、それがいまの仕事にどのようにつながっているかと
いった話は参考になりました。図書館での過ごし方、利用法などは自分と通じるところも
あり、聞いていて楽しかったです。（学部生）

・「大学生の強みはワケのワカラナイ時間、無駄にする時間があるということだ」という言葉
が印象的でした。本が好きなので今後は“能動的な読書”ができるよう心がけていきたい。（学
部生）

・「能動的に読書する」こと、「大学生活は卒業後の人生の過ごし方の予習のような物だ」、「学
生時代にやらされていやだったことでも後にはとても役だったことがたくさんあった」こ
となど、いまの大学生に聞かせたいことを多く述べられ、もっと多くの学生に来てほしい
と思った。（教職員）

1964年東京生まれ。東京女子大学文理学部史学科卒。出版社勤務、フリーライターを経て、
2003 年『FUTON』でデビュー。2010 年に『小さいおうち』で直木賞を受賞。最新作は『妻
が椎茸だったころ』。

＊中島京子さんプロフィール＊

Library News
●定期試験期臨時開館について
　・開館日　　　　 7 月 20 日（日）および 7月 27 日（日）　9 : 00 ～ 17 : 00
　・サービス内容   資料の貸出・返却、閉架資料の出納、コピー機の利用、施設の利用　　
　　　　　　　　　（レファレンスカウンターとAVゾーンの利用はお休みです）
※ 7月 20 日（日）はオープンキャンパス実施日のため、キャンパス見学ツアー参加者が
図書館に入館します。

●夏休み貸出について
　夏休みの長期貸出開始日は、大学院生が 7月 18 日（金）、学部生は 7月 30 日（水）です。
　　返却期限日は 9月 29 日（月）となります。

●中央経済社が提供する『中央経済DBライブラリー』が使えるようになりました
中央経済社が提供するデータベース『中央経済DBライブラリー』が使えるようになりま
した。会計全書オンライン ｢会計・税務法規データベース」に加え、1989 年 1 月からのバッ
クナンバーが検索・閲覧できる「旬刊経理情報」「企業会計」「税務弘報」「ビジネス法務」
の電子版が収録されています。図書館ホームページのトップ画面にある ｢文献データベース｣
から利用できます。なおアクセスは学内からのみとなります。

特集 『大学時代』
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本とわたしの足跡
岡村　美香

　「本が好きである」というと誤解が生じるかもしれませんが、私は本とよく付き合って暮らしている
ほうではないかと感じています。映画やラジオや音楽のように身近にあって、いつでも手を伸ばせる
物の一つではないか、と思っているからです。

　大学合格後に上京するにあたって「ハードカバーの装いもお洒落な本を部屋にいっ
ぱい飾りたい！インテリアにこだわりたい！」と感じ、『フラワーフェアリーズデラッ
クスブック』（シシリー･メアリー･バーカー著）や、美術館のガイドブックなど美し
いヴィジュアルの本を購入していました。燃え尽き症候群なのか、大学受験で疲れ
た自分自身を癒すことが目的でした。周りの学生たちが新入生歓迎ムード、飲み会
忙しムードの中、一人でいる時間を多くとっていたと思います。

　しかし、一人暮らしのお部屋では狭いスペースをどのように活用するかのほうが現実的な問題とな
り、ハードカバーは嵩張り、置く場所に困るので文庫本を選んで購入するようになりました。最初に買っ
たのはドラマ化もした『流星の絆』（東野圭吾著）でした。2時間程度かけて一気に読んだことを覚え
ています。それから東野圭吾の作品では、『夜明けの街で』や『秘密』、『パラレルワールド・ラブストー
リー』を読みました。伏線描写が上手く読者を飽きさせない作家さんだと感じました。

　やがて大学図書館でも、法学部の専門書はもちろんのこと、古典文学ではない新書が置かれている
のだということを友人に聞き、村上春樹、江國香織、綿矢りさを借りるようになりました。テスト期
間中もテストとは関係ない本を探したりして気分転換として大いに活用しています。

　特に選書ツアーには過去二回ほど参加しました。選書ツアーというのは学生が書店
で選んだ本を大学が購入し、後日図書館で展示することで学生利用の促進を図るツ
アーです。新しい本を一度に 10 冊以上も見たりする機会は滅多にないので圧巻でし
た。また、人によって気になる本や見てみたい本がこれほど違うのだと驚きました。

　二度目の選書ツアーで、妹が心臓を患ったこともあり、心臓移植がテーマの話であ
るという帯に惹かれ、『見知らぬ心臓』（シャルロット･ヴァランドレイ著）を手に取
りました。この本はノンフィクションで 17 歳で HIVの宣告を受けた主人公が心臓移

植に挑み、それからある不思議な体験を経ながら強く生きる話です。文章が簡易なのですぐに読める
と思います。 
　他に『植物図鑑』（有川浩著）を読みました。恋愛小説で、少女マンガのようにい
きなり主人公の前に素敵な男性が現れてヒロインになるところから始まるのですが、
植物の紹介が文章に多く登場します。何をどのようにして食べたら美味しいのか、勉
強になります。

　このように様々な本たちと図書館や書店を通じて付き合ってきました。これからも
紙媒体の本の良さは変わらず、ページをめくることにありがたみをもっていきたいと
思います。

（おかむら　みか／法学部 4年）

［請求記号 956/V23d］

［請求記号 913.6/A71s］

［請求記号 726.5/B21］

特集 『大学時代』
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とある司書の大学生活
成田　義樹

　問題はたったひとつだ。大学時代は長くて短い。大学生活を精一杯楽しみながら、自分の興味を満
たすにはどうすればいいだろうか。僕にはやるべき事がたくさんあった。サークル、飲み会、アルバ
イト、レポート、飲み会、教育実習、飲み会…。そのなかで、自分の興味を満たすための読書はどん
どん少なくなっていった。
　僕は大学時代、人文学部で日本文学を勉強していた。司書になりたいといったときに、高校時代の
恩師から返ってきた「じゃあ、文系じゃん？」のひと言のおかげだ（実際にはそんなに関係ないと思
うが）。大学に入ると、これまで以上に本を読む機会が増えた。本や図書館などのモノは好きな僕だが、
読書自体が「大」好きというわけではなかった。課題に必要な本は必ず読むが、それが少しずつ苦行
になっていった。その大きな理由は、興味だけの読書に使える時間が削られていったことにある。す
ると、段々読書自体が「めんどー」になり、今まで読書に使っていた時間も、飲み会に行き、バイト
に行き、別の事に使うようになっていた。
　必要な読書だけをこなす日々は続いていたが、なぜか本はどんどん増えていった。なぜなら「本」
自体は好きなのだ。読まなくても買ってはいた。世にいう「積読（つんどく）」である。ここで説明し
よう、積読とは簡単 3ステップの読書？法である。①本屋さんに行って本を買う、②家に帰ってそっ
と本棚に入れる、③読まない（ココが重要）、以上。こう書くと、積読っていっても読んでないじゃな
いかと思うかもしれないし、実際によく言われた。すると僕はこう答えている。「いやいや、読んでま
すよ…タイトルぐらいは。すいません。」と。
　そして着々？と積読中の本（積読本）が増えていった。友人からは金の無駄と罵られ、家族の「売
るか捨てるかせよ（邪魔だから）」という冷徹な命令にも耐えながら、本を買い続け、売ったり捨てた
りもしなかった。本のある空間が好きだったし、積読も気に入っていた。
　ある日、ふと、本棚を見てみると、自分の興味の体系がそこに詰まっている事に気がついた。課題
の本を読んでいるときも、文中や参考文献に積読本が載っているのに気づく、そうタイトルぐらいは
覚えているから。そんな時は、本棚（大学 3,4 年の時は主に床）にある積読本を読むこともあった。そ
うしていく内に、再び読書が身近に感じられるようになった。相変わらず、読書に使える時間は少なかっ
たが、買った本を「今すぐ」「全部」読む必要はないんだと思えるようになり、楽なペースで読書に向
き合えるようになった。
　しかし、そんな生活にもある問題が発生した。予算と保存スペースの問題だ。どうしようかと考え
たとき、ひとつの天啓が降りてきた。「そうだ、図書館に行こう」と。当時、図書館にはよく通ってい
たが、本はほとんど借りなかった。その理由は書き込みができないからだったが、積読ならば問題は
ない。図書館の本の積読も簡単だった。①気になった本を借りる、②数日後、そっと返却する、以上。
そして、貸出履歴を見ると、そこには積読本のリストが出来上がっている。こうして、購入と貸出の
ハイブリッド型で積読を続けていった。
　別に積読をおすすめの方法として紹介するつもりはない。むしろ、本は読んだほうが断然いい。いや、
絶対読むべきだと思う。それでも、せっかく出会えた本と、時間がないから、他のことがしたいからと、
そのまま別れるのはもったいない。読まないのに買うのはいやだなと思ったら、図書館に行った時、
何かのついでに借りても良い。実際に本を手にとって、表紙を眺めて、本を借りるという行為だけで、
心や頭に残すことができるのではないだろうか。

（なりた よしき／図書館整理課）
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