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　昨年度に引き続き、第２回読書会を2012年10月20日（土）に開催しました。参加者は学生６
名と教職員５名の計11名でした。
　今回取り上げた本は、東野圭吾の『容疑者Ｘの献身』という推理小説です。映画化もされ
ており、シリーズが『ガリレオ』というタイトルで TVドラマ化されていたのでご存知の方
も多いのではないでしょうか。数学教師の石神が、アパートの隣人である花岡靖子・美里の
母娘による殺人事件を庇い、刑事の草薙や物理学者の湯川がその事件に立ち向かうというも
のです。石神がいかにして花岡母娘を庇うのか、ということがこの物語の焦点です。結末で
は、事件の真相とともにタイトルの通り石神の「献身」的な愛情が明らかになります。
　読書会では、もし自分が石神や靖子の立場であったらどう思い、どう行動するかといった
観点から話し合われました。そのほか、石神が取った方法や、本作終盤・結末以降の展開な
どについて意見を交換しました。
　終了後に学生に書いてもらったアンケートでは、「自分が読んでいて疑問に思ったことを
話せた」「他の人の、自分とは異なる見方の意見が聞けた」といった感想がありました。こ
れは、一人で本を読んでいるだけではなかなか経験できないことです。図書館では、今後も
こういった企画を実施していく予定です。

第２回　読書会の開催について
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平成２４年度
作文コンクール優秀作　　

平成２４年度
学生図書委員

優秀作
　竹本　怜央　（Ｍ３）

　　「私の卵について」

　島田　朝妃　（Ｉ３）

　　「『桐島、部活やめるってよ』を読んで」

　宮本　多聞　（Ｓ１）

　　「将来の夢」

佳　作
　村上善之亮　（Ｍ３）

　　「私の名前」

　梶原　隆議　（Ｉ３）

　　「感謝」

　秋山　裕太　（Ｓ１）

　　「『恋と選挙とチョコレート』を読んで」

　大野　太資　（Ｓ１）

　　「『十五少年漂流記』を読んで」

　原野　真乙　（Ｓ１）

　　「私の将来」

　窪田　奈美　（Ｍ１）

　　「私を成長させてくれたこと」

Ｓ１　村井　嗣哉

Ｍ１　中能　弘人

Ｉ１　青井　佑太

Ｓ２　中牟田悠莉

Ｍ２　川上　允暉

Ｉ２　小坂　卓巳

Ｓ３　田畑　匡啓

Ｍ３　大平　裕太

Ｉ３　香川　生織

Ｓ４　五井　和貴

Ｍ４　吉川　洋輔

Ｉ４　澤　　遥香

Ｓ５　國本　翔太

Ｍ５　田㟢　喜大

Ｉ５　田頭香奈子



リプレイ

　著者：ケン・グリムウッド著（杉山高之　訳）
　出版：新潮文庫

　ニューヨークの小さなラジオ局で、ニュース・ディレクターをしているジェフは、43歳の秋に死
亡した。 気がつくと学生寮にいて、どうやら18歳に逆戻りしたらしい。記憶と知識は元のまま、
身体は2５年前のもの。株も競馬も思いのまま、彼は大金持ちに。が、再び同日同時刻に死亡。気が
つくと、また——。人生をもう一度やり直せたら、という窮極の夢を実現した男の、意外な、意外
な人生。
　SFファンタジーの傑作として有名な本。 誰も「もしも人生をやり直せたら？」と思ったことが
一度はあるでしょう。 面白くて、深くて、きっと人生観が変わること、請け合い！
  （推薦者：図書館長　藤井先生）

断られた人が、夢を実現する。「断られ力」を強くする33の方法

　著者：中谷　彰宏
　出版：中谷彰宏事務所

　試験で落ちた。面接で落ちた。「つきあってください」と言ってふられた。それらはすべて自分
の財産になります。断られた数の多い人が、成功します。それだけたくさんトライをしているので
す。断られるのに弱い人は、トライしなくなります。トライしなければ、断られることもありませ
ん。「断られたらどうしよう」と思うから、トライできなくなるのです。やがてすべての行動がで
きなくなって、じっとしているだけになります。「今度ごはんを食べに行こうよ」と誘って、「今日
はちょっと予定が入っていて」と断られた瞬間、ショックを受けます。たまたまその日は予定が入
っていただけです。今度誘えばOKなのに、もう誘えなくなるのです。誘ったらうまくいくことも
あるのに、チャンスをひらすら失うのです。断られても平気になることです。断られても平気にな
ることが、才能なのです。
  （推薦者：商船学科　中先生）

深夜特急１〜６

　著者：沢木耕太郎
　出版：新潮文庫

　2６歳の沢木耕太郎は、机の引き出しに転がっている一円硬貨までをかき集めて1９00ドルを作り、
仕事の全てを放擲して旅に出た。「デリーからロンドンまで乗り合いバスで行くことができるか。」
その酔狂な旅の途中で、彼はさまざまな場面に出会っていく…。
　弓削商船高専の学生なら、この本に共感するのではないでしょうか。無気力な毎日を過ごす学生
には、良い刺激となるでしょう。
  （推薦者：電子機械工学科　樫根先生）
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お　す　す　め　本



筒井版　悪魔の辞典〈完全補注〉

　著者：アンブローズ・ビアス（筒井康隆　訳）
　出版：講談社+α文庫

　これは本ではなく辞書です。だから、どこからページを開いても構いません。この本は色々な言
葉を批判的で嘲笑的に解説しているけれど、真理だなと思ってしまうことばかりです。しかも笑え
ます。一人で読むのはもったいないので、ぜひ友達と読んでみてください。この本に載っている言
葉とその解説を１つだけ紹介します。「LOVE【愛】一時的な精神異常で、結婚させるか、または
錯乱を招いた原因である影響者から隔離することで治癒できる。」
  （推薦者：情報工学科　峯脇先生）

今この世界を生きているあなたのためのサイエンス

　著者：リチャード・ムラー（二階堂行彦　訳）
　出版：楽工社

　カリフォルニア大学バークレー校の「学生が選んだベスト講義」が書籍化されたもので、１巻で
はテロリズム、エネルギー問題、原子力について、２巻では宇宙開発と地球温暖化について解説し
ています。身近な、あるいはニュースや新聞で取り上げられるような問題について、驚きの事実を
分かりやすく教えてくれます。理系の学生ならきっと楽しく読めると思います。
  （推薦者：図書館司書　甲斐）

ぼくらはそれでも肉を食う ― 人と動物の奇妙な関係

　著者：ハロルド・ハーツォグ（山形浩生ほか　訳）
　出版：柏書房

　原題は「Some We Love, Some We Hate, Some We Eat」。愛したり、嫌ったり、食べたり、私
たち人間と動物の関係は、理性と感情が混ざり合い、簡単には割り切れない問題がたくさんありま
す。「人間動物学」の第一人者が書いたこの本では、興味深い事例を次々に紹介していきます。邦
題と畑正憲さん（ムツゴロウさん）による犬の絵があいまって、なんとも訴求力のある、何か考え
させられる表紙になっています。
  （推薦者：図書館司書　甲斐）

上京物語　〜僕の人生を変えた、父の五つの教え〜

　著者：喜多川　泰
　出版：ディスカヴァー・トゥエンティワン

　多くの人が陥りがちな生き方を打ち破るには、何をすべきなのか？　本当の幸せをつかむための
考え方、心の持ち方とは？　自分にしかできない生き方を見つけたいあなたに贈る、五つの新常識
と三つの方法。大学進学のため上京する息子へ父から贈る渾身の手紙によって、夢を実現する「成
功者」の生き方が少しずつ解き明かされていきます！
　社会に出ると学生時代とは比べものにならないくらい、よいこともよくないことも自身に降りか
かってきます。自分を見失うことなく、自分にとって何が必要で何が大切なのかを見つけるための
ヒントがたくさん書かれています。そのときが来たら、自分の娘にぜひプレゼントしたい一冊です。
  （推薦者：図書館　中塚）
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新着ＤＶＤ情報

　学生からの希望により今年度もたくさんのＤＶＤを取りそろえました。
　図書館開館中（授業時間を除く）であれば、自由に視聴することができますので、
希望する方は、図書館職員まで声をかけてください。

　羽住英一郎　監督　『海猿』
　羽住英一郎　監督　『THE LAST MESSAGE　海猿』
　三木　孝浩　監督　『僕等がいた　前篇』
　三木　孝浩　監督　『僕等がいた　後篇』
　宮崎　吾朗　監督　『コクリコ坂から』
　細田　　守　監督　『サマーウォーズ』
　本木　克英　監督　『鴨川ホルモー』
　サラリーマンNEO劇場版（笑）
　サラリーマンNEOザ・ベスト
　サム・ライミ監督　『スパイダーマン』
　サム・ライミ監督　『スパイダーマン２』
　サム・ライミ監督　『スパイダーマン３』
　ピーター・バーグ監督　『バトルシップ』
　マイケル・ベイ監督　『アルマゲドン』
　スティーブン・スピルバーグ監督　『E.T.』

　　　　　　　　　　　　　　　その他多数
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年間貸出ランキング（2012.4〜2013.1）

　第１位　ヒア・カムズ・ザ・サン  ５回　
　第２位　死神の精度  4回　
　　〃　　王様ゲーム  〃　　
　　〃　　名のないシシャ  〃　　

　第１位　有川　　浩  3５回　
　第２位　山田　悠介  24回　
　第３位　西尾　維新  18回　
　第４位　金沢　伸明  13回　
　第５位　伊坂幸太郎  10回　

順位 書　　　　　名 著　者　名 貸出回数

１ 新 TOEIC テスト　中学英文法で６00点！ 小石　裕子 28

２ 栢木先生の IT パスポート試験教室　平成24年度 栢木　　厚 18

３
キタミ式イラスト IT 塾　基本情報技術者
平成24年度

きたみ　りゅうじ 1７

４ 品質管理検定３級　受験対策問題集 QC検定問題集編集委員会 1５

５
最近３か年　二級海技士（機関）800題
平成2５年版

機関技術研究会 14

５
最近３か年　二級海技士（機関）800題
平成24年版

機関技術研究会 14

７
画像処理エンジニア検定２級・３級
公式問題集

画像情報教育振興協会 11

７ CGクリエイター検定２級・３級　公式問題集 画像情報教育振興協会 11

７
キタミ式イラスト IT 塾　IT パスポート
平成24年度

きたみ　りゅうじ 11

７ 品質管理検定４級　受験対策問題集 QC検定問題集編集委員会 11

１１ 10日でおぼえるVisual C# .NET 入門教室 テック・ステート 10

１１
最近３か年　一級海技士（航海）800題
平成24年版

航海技術研究会 10

１１
画像処理エンジニア検定２級・３級
公式問題集　200９年

画像情報教育振興協会 10



　弓削商船の図書館司書として着任してから、早いものでもう一年が経とうとしています。分から
ないことばかりでしたが、皆様のお陰でどうにか最初の一年を終えることができました。この場を
借りてお礼を申し上げます。しかし、なかなか思うようにはいかないもので、日々の業務で手一杯
という状態でした。この一年で学んだことを活かし、二年目こそは余裕をもって業務に当たりたい
と思う次第です。
　司書は「本を扱う」仕事というのも間違ってはいないのですが、それ以上に「本と人とを繋ぐ」
という役割、図書館やその資料を活用して貰えるよう準備し提供していくことが重要です。目的の
本が見つからないときや調べ物がうまく進まないときは、お気軽に職員にお尋ねください。
　学校の図書館で働いていると、若い学生たちから元気や若さを貰えているような気がします。本
のことでも、あるいは漫画や映画、学校や部活のことでも、気軽に話しかけてくれると嬉しいです。
  （図書館司書・甲斐）
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図書館利用状況（2012.4〜2013.2）

平日開館中 土日開館中

学　生 ７,84５ 404

教職員 　33９ 　６3

学外者 　　80 13７

計 8,2６4 ６04

�　入館者数 �　貸出冊数

平日開館中 土日開館中

学　生 1,44６ 　71

教職員 　4６５ 100

学外者 　　９９ 　50

計 2,010 221

☞　開館時間　　平日：　８：３０〜１８：００
　　　　　　　　土日：１０：００〜１６：００
　　　　　　　　夏期休業等休業期間中は、平日１７：００まで。
　　　　　　　　土日は休館。
☞　貸出冊数　　本科生　３冊、専攻科生　５冊、教職員　５冊、
　　　　　　　　学外の方　５冊

☞　貸出期間　　２週間
☞　ＨＰ　　http://www.yuge.ac.jp/library/

利　用　案　内

司　書　か　ら


