
いちだい知のトライアスロン

『夏子の冒険』 三島由紀夫〔著〕 角川グループパブリッシング 2003年

正直、最初は夏子のことが全然好きになれなかった。

我儘だし、頑固だし、自分が可愛いのをわかってやりたい放題だ。

絶対こんな子とは友達にはなりたくないなという感じである。

そんな中彼女は熊への敵討ちを心に決めている青年と出会う。

その情熱にどんどん惹かれ、親たちから逃げ出してその青年についていく。

まだここまでは一度決めたことを簡単に曲げるのか呆れるなか、親元から逃げ出す夏子

の今後の行動にワクワクしている自分もいた。

そして怖いだろう熊退治にもめげずについていき、ついてくるのを疎ましく思う井田の

考えを察しても負けない夏子の姿にどんどん好印象を持って行った。

特にやきもちを焼く姿は最高にかわいい。

最初は好きではなかったのに、どんどん彼女の魅力に魅せられていってしまった。まだ

まだ彼女の突拍子もない冒険について行きかったが小説にはどうしても終わりがある。

しかし、三島さんはそう簡単に終わらせてくれない。

最後の一言を読んだ人はみんなきっとこう思うだろう。

「やっぱこれでこそ夏子だな」と。

国際学部４年

大橋 菜緒さん

『夏子の冒険』



いちだい知のトライアスロン

『読む時間』 アンドレ・ケルテス [撮影] ; 渡辺滋人訳 創元社 2013年

私は大学生活の中で、図書館に一階から入ったときに目の前にある茶色のソファに座って本を読んでいる時
間が一番好きです。
ふかふかのソファに、目の間には知トラの本棚。
後ろにいる人たちは何を読んでいるのかな。
次は何を読もうかな。
読書を始める前はいろんなことを考えます。でも、読書を始めたらもうそこは本の世界。
その時間が一番大切で、心地よくて、大好きです。

この本にはそんな「読む時間」を楽しんでいる人たちを写真におさめられています。
「何の本を読んでいるの？」そう問いかけてみたいけど、読書の邪魔はしたくないから少し離れたところで
立ち止まって、話しかけるのはやめておこうと思い直す、そんな感覚を呼び起こす一冊です。
また彼らが本を読んでいる場所も様々です。
そこは家の中だったり、上を見上げたら空が広がっているようなところだったり、川のせせらぎの音が聞こ
えてきたり、木に囲まれた静かな空間だったり。
中には歩きながら本を読んでいるよう人もいます。時間に切羽詰まっているのか、続きを読むことが我慢で
きなかったのかな。

いろんな人がいろんな場所でいろんな本を読んでいる。
それはごく自然なことで、とても喜ばしいことです。
私たちは実際に対面すると言葉が通じないのに、遠く離れた場所でそれぞれの言葉に翻訳された同じ本を読
んで同じように感動しているかもしれない。
また、過ごしている時間が何十年も違うのに、同じ年齢の時に同じ本を読んで、同じように将来に思いを馳
せている人がいたかもしれません。

「読書」は時代も国籍も関係ありません。それは文章であっても写真集であっても画集であってもいい。何
度も同じ本を読んでもいい。その出会いは一生ものになる可能性だっておおいにあります。
普段日常的にめぐってくる「読む時間」は、もしかしたら思っている以上に神秘的で不思議なことなのかも
しれません。それでもきっと、これからも変わらず日常として私は「読む時間」を過ごしていきます。
ただ一つ違うことはこの写真集をみて、「読書」の素晴らしさを改めて見直すことができたことでしょうか。
また手に取りたくなる一冊です。

国際学部４年

大橋 菜緒さん

『読む時間』



いちだい知のトライアスロン

芸術学部２年

原 彰吾さん

映画 「万引き家族」

「万引き家族」 是枝裕和監督・脚本・編集 2018年

ずっと胸騒ぎがしていた。ぞわぞわと体をすり抜ける違和感が、どこか心地よくて好き

だった。家族のあり方は千差万別だが、この家族もまたその一つなのだろうかと思った。

彼らは家族という体裁を保ちながらある秘密を抱え、社会の隅っこでしぶとく生きてい

る。そこには規範はなく、また一人ひとりが自分の利害のためだけに動いている。家族

とは何なのか、絆とは何かを考えさせられる物語となっていた。

演者の演技が自然で違和感一つなく、映像も鮮明かつ大胆で画面の力強さが溢れていた。

親の死亡届を出さずに年金を不正に貰い続けていたある家族の実際にあった事件をもと

に監督が脚本を書いた本作は、カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞した。

現実を棍棒に巻きつけて殴ったかのような衝撃が、すっと頭に残る映画だった。



いちだい知のトライアスロン

「やなせたかし展 ： みんな大好き！アンパンマンの生みの親」
ひろしま美術館

【会期：2018年7月14日（土）～2018年8月26日（日）】

子供から大人まで、多くの人を魅了し続けている、やなせたかし作品。

中でもアンパンマンは私の大好きなアニメの１つで、ぜひこの「やなせたかし展」には足を運びたいと

思っていました。

たくさんのキャラクターが描かれていて、カラフルで、わくわくして、見ているだけでハッピーな気持

ちになれる作品がたくさんある中で、寂しさ、切なさ、儚さ、悲しさを感じる作品もありました。私は

明るい絵も大好きですが、そういった影や哀愁、悲しさを感じる作品にも惹かれました。

切なさや儚さは人の心を動かすのだなと思いました。

またこの美術展では、戦争について考える場面が多くありました。やなせさんの戦争体験が元になって

生まれたアンパンマン。「ほんとうの正義というものはけっしてかっこうのいいものではない、そして、

そのためにかならず自分も深く傷つくものです。」というやなせさんの言葉が特に印象に残っています。

自分の顔をちぎって人に食べさせるアンパンマン。その姿に批判も多くあったそうです。それでも”逆

転しない正義”を伝えるため、批判に屈せず作品を作り続け、今があります。

やなせさんのすべての作品からあたたかさや優しさを感じました。また、「アンパンマン」に込められ

たやなせさんの思いを考えることができて嬉しかったです。

ぜひ皆さんにもわくわく、どきどき、その中にあるちょっとの寂しさ、切なさを感じてみてほしいです。

国際学部２年

中島 弘深さん

美術展 「やなせたかし展」



いちだい知のトライアスロン

『百年法』 山田宗樹 [著] KADOKAWA  2015年 （角川文庫）

舞台は、人類が一度は夢見る不老不死が実現した日本。

しかし、不老不死になれるのは不老不死になるための処置である「HAVI」を受けてから１００年

間だけであり、さらにその処置を受けたものは国の定めた「百年法」によって百年後、法的に命を

奪われるというものだった。

この作品は、不老不死の技術によって人が死ななくなり、老いることもなくなった日本がどのよう

な未来を歩むのかということも面白さの１つであるが、私は人が人の死を強制できる世界が正当化

されているということにひどく衝撃を受けました。

現代の日本では、大きな罪を犯した者でさえなかなか処刑されないなか、処置の後から１００年後

に必ず死ななければならないというのは倫理観を取り払ったものだと思う。

もしもちょうど１００年後が幸せの絶頂であったならば、とても悲劇的な展開をもたらすものにな

るだろうと思いました。

長く生きることによって起こってしまう人間関係の変化や、処置を受けた人と受けなかった人の人

生観の違いを描きながら物語は最終的に「HAVI」を残すのか否かを国民投票することになります。

結果的に「HAVI」は残さず、国は再構築されていきます。

この作品を読んで思ったのは、とてもシンプルな答えではありますが、漢詩に「過ぎたるは猶及ば

ざるが如し」という言葉があるように何でも過ぎたことは身を亡ぼすということです。

作中でのずっと老いずに生きていたいという願望の先には社会システムのバランスを壊したり、生

と死という概念が遠ざかったために人と人との関係性が希薄になったりなどしていました。

医療技術の発達により後期高齢化が進む現実の今の日本でもこういう未来があるかもしれません。

そういったもしものこととしてあり得る未来にとても考えさせられる面白い作品でした。

情報科学部２年

野口 圭伍さん

『百年法』



いちだい知のトライアスロン

『心が軽くなる哲学の教室』 小川仁志著 中経出版 2011年

物を無くしたとき。大事なことを忘れていたとき。課題が多くてやめたくなるとき。怒られて落ち込んだとき。

靴紐がほどけただけで挫けそうになったとき。

シャー芯の芯が折れると共に心が折れた気がしたとき。

朝、起きて、あれここどこだっけ？なんで広島にいるんだっけ？って考え込んだときーー！！！

もうだめだ！絶望した！大学なんてやめてやる！家に帰る！二度と来ないぞ！こんなとこ！と思う。

(少なくとも私はそう思うよ)

そしたらある人達がやってきて、

「絶望しているってことはね、生きようとして足掻いてる証拠なんだよ！」

「いやいやそうじゃねぇから。生きる価値なんてないんだよ

それを分かった上で生きること、超人になるのが大事なんだぜ」

みたいなことを平気で言ってくる。そいつらが哲学者です。

哲学ってやだ！難しい！と思う人もいるかも知れませんが上記の事を、賢く言ってくるやつらが哲学者だと思っ

ていいと思います。たぶん。

この本は入門中の入門！といった感じの本です。

ストーリー仕立てで読みやすく、哲学者が教室にやってきて生きるコツを優しく、分かりやすく教えてくれると

いったかなりぶっ飛んだ設定のお話で、なかなか面白い。

死んだ人達が教えるというホラーな状況のなか皆さんと同じく悩みをもった人達が生きるヒントを得るわけです。

この本の前作？に人生が変わる哲学の教室があります。興味が湧いた方はそちらから読んでみてください。

(どちらから読んでもあまり支障はありません。主人公が高校生から大学生になった程度です）

これを読んだら次はお堅く難しい言葉で語る哲学書にチャレンジ！チャレンジ！

（※ご本人投稿コメントを改行加工してご紹介しています）

芸術学部２年

古賀 涼香さん

『心が軽くなる哲学の教室』



いちだい知のトライアスロン

国際学部卒業生

本間 由理さん

『風が強く吹いている』

『風が強く吹いている』 三浦しをん著 新潮社 2009年

この本を読んだら、走りたくなる。

きっと、読んだ翌日の朝や夕方にジョギングしたり、学校から走って帰ったり、

新年の箱根駅伝をガン見したりする人が続出するだろう。

それほどにこの本は、「走る」ということを美しく描く。それでいて「走る」と

いうことの苦しみも同時に表現しているから、陸上経験者は共感し、まだ経験し

たことのない人たちは興味を掻き立てられる。

読んでいると、なんだか本当に箱根駅伝を見ている気分になってきて、ちょっと

泣けてくるような、そして個性豊かな竹青荘の10人から目が離せなくなるよう

な本だ。



いちだい知のトライアスロン

「羊と鋼の森」 橋本光二郎監督 2018年

大好きな原作が実写化されると聞き、見に行きました。作者である宮下さんご自身

もかなり絶賛されていて、邦画はあまり見ないけど今回は期待していきました。

私はこれほど音楽に力を入れた映画はあまり見たことがありません。それはピアノ

の音色だけではなく、無音の時間も含めて映画全体が一曲であるように感じました。

主人公のセリフ数が異常なほど少ない。それは主人公の外村くんの性格ももちろん

関係していますが、彼が普段から音に耳を傾けていることもわかります。彼を調律

の世界に招き入れた、体育館に響くAの音はもちろん、木々が風に揺れ、ざわめく

音まで全てが美しかったです。本を読んだときに思い浮かべた情景が目の前に実際

に広がるというのは本当に楽しくて、同時に嬉しくもあります。この映画をつくっ

た人も原作を読んだときに同じように感じたんだなと、宮下さんの文章力にも改め

て感動しました。

そして双子のピアノの音色と柳さんのドラム。実際に登場人物が演奏する音が聞け

たこともこの映画を見に行って良かったなと思った点です。それぞれの個性が現れ

ていて聞いていて心地いい。

成長していく上での焦りや不安、前に進んでいけないもどかしさなど共感できる部

分もたくさんあり、涙が自然と流れました。最後の久石譲さん作曲、辻井伸行さん

演奏のテーマまで目も耳も楽しみました。

ぜひ見に行ってみてください。

芸術学部４年

大橋 菜緒さん

映画 「羊と鋼の森」



いちだい知のトライアスロン

「君の名前で僕を呼んで」 ルカ・グァダニーノ監督 ２０１７年

これを、ただの同性愛のロマンス映画だと思って欲しくないです。

どこまでも果てしなく続く真っ青な空、80年代半ばの、イタリアのカラリとした
真夏の風が全身を通り抜けるのを感じ、それから作中いっぱいに広がる甘酸っぱい
空気に引き込まれます。
度々登場するアプリコットと同じくらいに滴るようなみずみずしい主人公の感性と、
それに寄り添って流れてくる音楽、ストーリーから伝わるあたたかな優しさと裏腹
に赦なくかさぶたを剥がされる様な心痛は、いつのまにか自分の伏せていた感情と
同調して喉の奥から鉛を引っ張り出すがのごとく押し寄せ、最後にはどうしようも
ないほど狂おしい感覚にじんわりじんわり包まれました。

悲しい経験、辛い経験はすべて無駄でない。
それらはいつの日か誰も持っていない、自分だけの素晴らしい宝物になるというこ
とを、見終わった後に何度も何度も噛みしめました。

そしてエンドロールの約3分、ここは必見です。
セリフのない映像だけの長回しの1カットですが、このシーンでこの映画のすべて
がありったけ詰め込まれています。

また繰り返し見返したくなる、儚く、美しい作品です。

芸術学部２年

松本 花果さん

映画「君の名前で僕をよんで」



いちだい知のトライアスロン

美術展「ブリューゲル展 画家一族１５０年の系譜」
広島県立美術館

【会期：2018年10月8日（月）～2018年12月16日（日）】

私は、この美術展でブリューゲル一族にはこんなにも画家がいるのかと驚かされました。

一族の祖であるピーテル・ブリューゲル1世(父)をはじめとし、子、孫、ひ孫へと受け継
がれていった画業はおよそ150年も続いたそうです。

ブリューゲル一族の画家は、父の優れた観察眼を引き継いでいるだけあってどれも素晴
らしい画力を持っていました。しかし、作品は一貫しているわけではなく、画家それぞ
れの個性があり、父の作品の模倣をする者によって描かれた作品があったかと思えば、
独自のスタイルで作品を描く者によって描かれたものもあったり、と様々でした。なの
で、作品を見比べて、時代背景とともに画家の特徴を読み取るのも作品鑑賞の面白さの
一つだったと思います。

私の最も印象に残っている作品は、アブラハム・ブリューゲルの「果物と東洋風の鳥」
です。艶やかな果物の質感が美しくリアルに表現され、また静物画でありながら、自ら
の世界観をほどよく交えられているところに惹きつけられました。

ブリューゲル展では、長い間、影響力を与え続けた「ブリューゲル」の全体像が多彩な
ジャンルの作品を通して見ることができます。年代が前後するので、一族の系譜を整理
した上で作品を鑑賞することをオススメします。是非美術館に足を運んでみて下さい。

情報科学部２年

胡間 舞子さん

美術展 「ブリューゲル展」



いちだい知のトライアスロン

「第17回 広島国際アニメーションフェスティバル」
JMSアステールプラザ

【会期：2018年8月20日（木）～2018年8月24日（月）】

5日間作品漬けの展示だった。大ホール、中ホール、小ホールで随時上映されており、「この世界の片隅
に」を始めとしたアニメーション作品を何本でも観ることができた。18時開始のコンペティションの審査
員には各国のアニメーションを代表する作家が出席し、午前には解説を交えた上映プログラムも組まれて
いた。今年はエストニアの作品が特集されており、コンペティションにも多数参加していた。

アニメーション作品の4大祭典の一つである本展示は2年に一度開催されており、海外の観客や監督、関係
者が多く訪れる。ブースでは各大学が学生作品などの展示を行っており、広島市立大学は今年も参加した。

最終日にはコンペティションの作品が観客賞やデビュー賞などの部門ごとに厳重な審査の後表彰され、受
賞作品がまとめて上映される。今年のグランプリはセルジウ・ネグリチ監督の「The Blissful Accidental 
Death」だった。その緻密かつ大胆な映像表現は人を惹きつけて離さない魅力があり、また従来の作品に
は見られない新鮮さが高く評価されたのだと思う。

映像作品の可能性が広がるだけでなく、物語の展開やアニメーション表現の際限のなさに打ち震えさせら
れる作品が多く、学生作品は際立って感情に富んでいた。監督ごとにも全く方向性が違い、突き詰める大
切さがアニメーション作品を通してしみじみと伝わってきた。

映像は絵画や彫刻よりも遥かに多くのことを伝えられ、実感を持って作品と通じ合える。その中では音や
動き、光や物語、時間までもが同一の価値を持って共鳴しており、作品としての人格がこれでもかと強調
されている。この展示は作品との出会いはもちろん、その真髄により迫るものである。言語や文化の違い
こそあれ共通して作品への情熱と愛を感じることができ、またアニメーションで作品を制作することの意
義についても思索することができる。これも一つのアートであり、作品とのコミュニケーションである。

プログラム及びコンペティションの作品鑑賞はすべて劇場内で、映画を観る感覚と相違ない。式や表彰式
も展示会を楽しむためには必須の要素ではあるが、コンペティションだけでも十分に堪能できる素晴らし
い展示だと思う。

芸術学部２年

原 彰吾さん

『第17回

広島国際アニメーションフェスティバル』
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