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特集

わたしの一冊

本を読む 日本をめぐる
～図書館資料で日本再発見～

１～４

いちだい知のトライアスロン関連事業予告

５

LOOK HERE!

今号の特集は、
「本を読む 日本をめぐる
～図書館資料で日本再発見～」です。
本を開いて日本各地の文化、工芸、風俗、歴史に触れてみませんか。
この秋、図書館から知の旅に出かけましょう！

[右写真] 三段峡
広島県北西部、山県郡安芸太田町にある柴木（しわき）川の峡谷。
国の特別名勝に指定され、周囲は原生林をなし、西中国山地国定公園域となっている。
渡舟から見える秘境の景色は、ノスタルジックな気持ちへと誘う。
～「秋深き

隣は何を する人ぞ」松尾芭蕉～
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アイヌ神謡集
知里幸惠編訳

“Shirokanipe ranran pishkan”. 「銀の滴降
る降るまわりに」。明治政府の同化政策でア
イヌの言葉が失われていく中、それを憂い
たアイヌの少女が、口承で謡い継がれてき
た神謡（神々が自らの体験を語るカムイユ
カラ）を文字に起こし、日本語訳を付して紹
介した書です。19 歳で世を去った知里幸恵
さんの優れた詩才と感性が、アイヌの自然
観や価値観とともに伝わってきます。2010
年に登別に彼女の記念館が開館しました。
こちらもぜひ。
（野）

「知恵の樹」の編集スタッフが、
“図書館で日本再発見”をテーマに
集めた１０冊をご紹介します。

※【

】内は配架場所と請求記号です。

東北（1～3 巻）

建築探偵の冒険：東京篇

（宮本常一とあるいた昭和の日本
須藤功編

岩波書店 1978 年
【2F 文庫 929.21/ﾁﾘ】

14～16）

藤森照信著

農山漁村文化協会 2010-2012 年
【3F 382.1/ﾐﾔ/14～16】

筑摩書房 1989 年
【1F ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 523.1/ﾌｼﾞ】

東北地方のいろいろな地域の昭和時代の風景
や風俗などが、読みやすい文章で紹介されてい
ます。1 巻には本学名誉教授の加藤千代先生が
他の地方では忘れられてしまって東北には残
っている民間信仰の神様「オシラサマ」につい
て書かれた文章も掲載されています。はるか昔
の中国に似た話があること、芸能史・染織史の
上でも貴重な資料であるという解説に興味を
そそられます。
（松）

「建築探偵」と称する著者が、東京の建物に
ついて面白く語っています。東京という都
市がどのように形成されていったのかを、
建築の面から知ることができます。この本
の表紙絵は東京駅。東京駅にまつわる話も
あり、設計者が大の相撲好きだったことか
ら、横綱の土俵入りに似せて作られたとい
う著者の“新説”には、クスっと笑って
しまいます。さて皆さんにはどう
見えるでしょうか。（倉）

超・美術館革命：

お伊勢参り：

金沢 21 世紀美術館の挑戦

江戸庶民の旅と信心
鎌田道隆著

蓑豊〔著〕角川グループパブリッシング 2007 年
【3F 706.9/ﾐﾉ】

中央公論新社 2013 年
【2F 新書 175.8/ｶﾏ】

豊富な文献から、江戸時代に流行した「お
伊勢参り」がどのようなものであったか、
庶民が自由に旅をすることはどんなに「ハ
レ（非日常的な）」の出来事であったのか、
を知ることができます。もちろん膝栗毛
（徒歩）の旅ですから沿道の
「おもてなし」抜きでは
成立しないことも。（田）

金沢は、江戸時代には加賀百万石の城下町と
して栄えた街です。第二次世界大戦での空襲
もなく、歴史と伝統が今日まで受け継がれて
います。金沢 21 世紀美術館は、そんな街にで
きたモダンアートの美術館です。「歴史と伝統
の街」になぜモダンアート？と思った方、この
本を読めばその理由がよ～くわかります。
駅から美術館までの「アート・アベニュー」も
楽しみたくなります。
（村）
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細雪

KADOKAWA 2016 年
【1Ｆﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 913.6/ﾀﾆ/1～3】

三浦佑之著

東京出身の著者が、船場出身の妻をモデルに、
大阪船場の旧家の四姉妹を描いた長編小説。
三女・雪子の婚活物語を軸に、戦前の阪神間の
上流社会の日常が華やかに描かれています。
その影で、戦争の匂いや、斜陽の旧家と船場文
化が崩壊を前に最後の輝きを放っているよう
なせつなさが漂います。本を読んだ後は、市川
崑監督の映画「細雪」で、当時の大阪のセレブ
言語「船場言葉」の響きにどうぞ浸ってみてく
ださい。
（野）

岩波書店 2016 年
【2F 新書 913.2/ﾐｳ】

「記紀」と教科書で習った「日本書紀」と「古
事記」
。「風土記」の立ち位置はなんだったの
か？三つの作品が存在することが『奇跡的』
という著者。その著者が日本書紀や古事記と
の関係性を踏まえた上で、風土記を読み解く
ことで、為政者の編纂の意図の底に隠されて
しまった古代日本列島の姿に迫っていきま
す。出雲出身の私に取っては出てくる地名ひ
とつにも心躍る思いです。
（田）

四国八十八カ所：

幸福な食堂車：

わたしの遍路旅：カラー版

九州新幹線のデザイナー
水戸岡鋭治の「気」と「志」

石川文洋著

岩波書店 2008 年
【2F 新書 186.9/ｲｼ】

一志治夫著

報道写真家石川文洋氏が四国遍路をしたいと
思ったのは、ベトナム、カンボジアの戦争で
亡くなった人々への慰霊が目的だったそうで
す。お遍路の日々の記録とともに、ベトナム、
カンボジアの戦争を取材中に亡くなった 15
人の日本人ジャーナリストのこと、自身の病
気からの復活のことなど、生きていることの
喜びが伝わってくる優しい文章と四国各地の
のどかな風景写真が印象的な本です。（松）

プレシデント社 2012 年
【3F 757.02/ﾐﾄ】

九州新幹線のデザイナー・水戸岡鋭冶氏の
仕事を紹介しています。
「デザイン力とは整
理整頓する能力」という水戸岡イズムは、車
両をデザインするだけでなく、関わる人々
の意識を変えていきます。デザインが持つ
力を感じることができる一冊です。九州新
幹線のデザインには、北斎や琳派が影響し
ているそうです。乗車の機会があれば、どの
辺り？と探してみるのも面白いかも。
（倉）

この人にフォーカス！

紅型
（京都書院美術双書

第７１号

風土記の世界

改版（上・中・下）

谷崎潤一郎著

growing in OZUKA

日本の染織 18）

宮本常一（1907-1981）

吉岡幸雄著 京都書院 1993 年

山口県周防大島出身の民俗学者。
生涯の多くを旅に費やし、全国各地の民衆の
生活・文化を記録しつづけました。彼の多く
の著作は、その旅を追体験させると同時に、
平成生まれの皆さんへ「昭和の日本のくら
し」を映し出します。

【3F 753/ﾆﾎ/18】

紅型は、沖縄の伝統染色のひとつで、琉球時
代からある技法です。
「紅型の五彩」と言われ
る鮮やかな色づかいは、南国特有の趣にあふ
れています。また四季折々の風物が一枚の図
案に組み込まれるのも特徴で、沖縄人のおお
らかさを感じることができます。この伝統的
な染色も、戦後技術の存続が危ぶまれたそう
です。幸いにも復興し、再び沖縄を代表する
染色になりました。思わず実際の紅型を見に
行きたくなります。（村）

『宮本常一著作集』（全 53 巻）
【3F 380.8/ﾐﾔ】
『宮本常一とあるいた昭和の日本』（全 25 巻）
【3F 382.1/ﾐﾔ】
上のシリーズの他にも、著書の所蔵があります。
図書館蔵書検索システム（OPAC）で検索してみて
ください。
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紀行とは
旅行中の体験・見聞・感想などを書きつ
づった文章。紀行文。

紀行文学を読んでみよう

【JapanKnowledge Lib デジタル大辞泉より】

おくのほそ道

新訳日本奥地紀行

芭蕉〔著〕 ; 萩原恭男校注

イザベラ・バード〔著〕金坂清則訳

岩波書店 1991 年 【2F 文庫 915.5/ﾏﾂ】

平凡社 2013 年 【2F 文庫 2 291.09/ﾊﾞﾄﾞ】

江戸初期、松尾芭蕉が自身の旅の経験を、文章と俳
【3F 753/ﾆﾎ/18】
諧（俳句の源流となったもの）でまとめた紀行文。
数々の名句があり、旅での風景や心情を味わい深く
詠んでいる。当時、言葉遊びが中心だった俳諧を芸
術性ある文学に高めたといわれ、日本の古典におけ
る代表的紀行作品となっている。

【3F 753/ﾆﾎ
イザベラ・バード（1831-1904）は、イギリスの
女性紀行家。明治期の外国人の視点を通して当
時の日本の風俗、気風、自然を知ることができる
一冊。

/18】

＜市大生のもう 1 冊＞

＜市大生のもう 1 冊＞

『イザベラ・バードの旅 : 『日本奥地紀行』を読む』
宮本常一著 講談社 2014 年 【3F 291.09/ﾊﾞﾄﾞ】

『松尾芭蕉と『おくのほそ道』
』
三重県立美術館編集
三重県立美術館協力会 1997 年 【3F 915.5/ﾐｴ】

土佐日記

東海道中膝栗毛（上・下）

紀貫之〔著〕; 品川和子全訳注

十返舎一九作 ; 麻生磯次校注

岩波書店 2002 年 【3F 915.32/ｷﾉ】

岩波書店 2002 年 【2F 文庫 913.55/ｼﾞﾂ/1・2】

江戸時代後期の戯作者、十返舎一九の代表作。
【3F 753/ﾆﾎ/18】
主人公である弥次郎兵衛と喜多八の二人が伊勢
詣でを思い立ち、数々の失敗や滑稽を繰り返しな
がら、東海道を江戸から京、大坂へ旅する様子を、
狂言や小咄を交えながら、当時の口語で描き出し
ている。

【3F
古今和歌集の撰者であった紀貫之が晩年に土佐守
（高知県の国守）の任務を終えて京都に帰るまでの
55 日間の旅の出来事を日記にしたもの。
「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて
するなり。
」という書き出しと、女性のふりをして平
仮名で書いていることは有名。

753/ﾆﾎ/18】

＜市大生のもう 1 冊＞

＜市大生のもう 1 冊＞

『絵図に見る東海道中膝栗毛』
旅の文化研究所編
河出書房新社 2006 年 【3F 913.55 ｼﾞﾂ】

『ひらがなの美学』 石川九楊著
新潮社 2007 年 【3F 728.1/ｲｼ】

CHECK!!
附属図書館では、10 月から 1 冊の本を軸に、
紀行文学や旅の文化などに関する資料の展示を行います。
貴重資料の『奥の細道画巻』も展示・公開します。
ぜひご覧ください。

旅の誕生：
平安・江戸時代の紀行文学を読む
倉本一宏著

河出書房新社 2015 年
【3Ｆ 915/ｸﾗ】
【3F 753/ﾆﾎ

/18】

「キャンパスメンバーズ制度」を使ってみよう
ひろしま美術館・広島県立美術館では、入館の際に
広島市立大学の学生証または身分証を掲示すると、
常設展・特別展を無料で観覧することができます。
学生ならではの特権を活用して、文化・芸術に親し
む秋を過ごしてはいかがでしょう。
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関連事業予告
ビブリオバトル@広島市立大学を開催します
「ビブリオバトル」とは、バトラー（出場者）が各自お勧めの本について
5分間の持ち時間の中でその魅力を語り、各バトラーの書評を聞いて、
どの本が一番読みたくなったかを、観戦者が投票で決めるゲーム形式の
書評会のことです。本との新しい出会い方を体験してみませんか？

観戦者大募集！
お気軽に
見に来てください。

日時：平成２８年１０月１０日（月・祝）ライブキャンパス当日
１２：２０～１２：５５（予定）
場所：附属図書館ラーニングコモンズ
申込：不要

お昼休み中の開催です。

いちコモ

★学生・教職員に限らずどなたでも観戦できます！

ブックハンティングの参加者を募集します
平成２８年度第２回ブックハンティングを開催します。
ブックハンティングとは、実際に書店に出向いて、図書館の「知のトライ
アスロンコーナー」に置きたい本を選ぶ企画です。学生協働の一環で、
皆さんの主体的な学びへのきっかけとなることを期待しています。

日時：平成２８年１０月２２日（土）１０：００～１２：００
場所：紀伊国屋書店広島店
申込：附属図書館カウンター

（受付中・先着１０名まで）

出張講座＠映像文化ライブラリー －「息子」－
今回の出張講座では、山田洋次監督の「息子」
（原作は椎名誠『倉庫作業員』
）を鑑賞します。
田舎に住む老父と都会でフリーターを続ける息子。息子が聴覚に障がいのある女性に
恋したことをきっかけに、対立する父子関係が変わっていく…。父子の葛藤を通して、
家族の本当の幸福を描いたヒューマン映画です。

日時：平成２８年１２月７日（水）18：００～
場所：広島市映像文化ライブラリー
内容：国際学部・今江秀和講師の講演と映画鑑賞
申込：附属図書館カウンター・入場無料

★各イベントの詳細と最新情報は
「いちだい知のトライアスロン」ウェブサイト https://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/ でご確認ください。

ライブラリー・アシスタント（学生アルバイト）が始動します！

Debut!!

１０月から、ライブラリー・アシスタント（学生アルバイト）６名が入ります。
主に１８時以降のカウンター業務を担当します。どうぞよろしくお願いします。
いちだい

市大コーナー新着図書

市大コーナーでは、本学の先生や卒業生が出版した本や各学部の紀要などの大学の出版物を紹介しています。

『キッズキャンパス１０年のあゆみ：記録集・レシピ集』
松尾真由美（編）
、広島市立大学芸術学部

2016 年

『なぜ核はなくならないのかⅡ：
「核なき世界」への視座と展望』
広島市立大学広島平和研究所（監修）
、吉川元・水本和実（編）法律文化社
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わたしの一冊
情報科学部

日浦

慎作

教授

『ピラミッド・タウンを発掘する』
河江 肖剰 著 新潮社 2015年
10 年前、出張でエジプト・ギザの発掘現場を訪れ
た。当時の研究室が得意としていた３次元形状計測
技術を活かし、この本の著者である河江さんらの発
掘・調査に技術協力していたのだ。そのとき現場で、
河江さんがおっしゃった言葉が今も耳に残ってい
る。
「しかし、発掘は破壊なのです」と。後世に対す
る強い責任感を感じさせた言葉だった。
遺跡にはいろいろな時代の遺構・遺物や土砂が幾
重にも重なっている。それらを取り除きながら調べ
るチャンスは一度きりであって、やり直しはきかな
い。だからこそ規格化された 丁寧な記録こそが重

それに対し本書では、従来は見向きもされなかった
動物の骨や炭化した植物体、土器や封泥（泥で出来
た封印）のかけらなどから，いかにして当時の人々
が暮らし、統率され、ピラミッドが作られたのかを
解明する地道な取り組みが、ピラミッドを巡る様々
な学説やその歴史とともにわかりやすく紹介され
ている。
本書では何度か、発掘作業を刑事事件の現場検証
に例え、後世における歴史の歪曲や権威に惑わされ
ず、いかにして客観的・科学的に事実を紡ぎだすか
について述べられている。これは例えば、政治や立
場の影響を受けがちな近代史研究にも欠くべから
ざるものではないだろうか。

要なのであるが、残念ながらエジプトではきらび
やかな宝飾品や美しい彫像など、美術館に鎮座す
るような工芸品を見つけることが優先されてきた。

この本は図書館 3 階にあります。【3F 242/ｷﾉ】

● 開館時間を延長します！
１０月１７日（月）から２月１６日（木）まで、通常期の開館時間を２０時まで延長します。
なお、通常期の19時以降は、レファレンス（参考調査）や現金の受け渡しを伴う業務等、
一部ご利用いただけないサービスがあります。
詳しくは、図書館ウェブサイト・館内掲示をご確認ください。

● 重複図書等をお譲りします！
附属図書館では、
「知」の財産の有効活用を図るため、重複により不用となった図書や保存年限を
越えた海外の新聞等を教職員、学生の皆さんに安価で販売します。
教職員

申込み期限

10 月０7 日（金）

受け渡しは 10 月 21 日（金）まで

学 生

申込み期限

10 月 14 日（金）

受け渡しは 10 月 21 日（金）まで

申込み方法、対象資料等の詳細は、図書館ウェブサイト

http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

でご確認ください。

● 返却忘れはありませんか？
夏休みの特別貸出期間に借りた図書の返却期限は１０月１０日（月・祝）です。
返却期限を過ぎた資料が１冊でもあると、新たな資料の貸出ができなくなります。
必要なときに「借りられない！」ということのないよう、今一度確認しましょう。

２０１６年１０月３日発行

編集後記
今号は「本を読む 日本をめぐる」と題して、図書資料の中から日本各地
を感じられる本を取り上げてみました。地図を開くように本のページを開い
て、新しい学びや好奇心との出会いを見つけてください。図書館発「知の旅」
は、行き先は無限大・お土産は教養＆感動・料金は“無料”です（笑）。
さて、図書館はこの秋少し変わります！皆さんがより利用しやすくなる試
みが始まります。詳しくは図書館に「来て・見て」確かめてくださいね。
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