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白梅学園大学 白梅学園短期大学 学長
白梅学園大学・短期大学図書館 新館長

近藤 幹生
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■『保育の自由』岩波新書、単著（2018年） ■『子どもと社会の未来を拓く保育内容総論 第3版』青踏社、編著 (2018年)
■『どう変わる？何が課題？現場の視点で新要領・指針を考えあう』ひとなる書房、共編著 (2017年) ■『保育の哲学3』ななみ書房、共著 (2017年)
■『改訂版実践につなぐことばと保育』ひとなる書房、共著 (2016年) ■『保育の哲学2』ななみ書房、共著 (2016年)
■『保育の哲学1』ななみ書房、共著 (2015年) ■『保育とは何か』岩波新書、単著（2014年）
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จݿຊͷ͓ଧͪײ

白梅学園大学 白梅学園短期大学 新副学長
子ども学部 家族 ・ 地域支援学科 教授

森山 千賀子
ຊʹɺจݿຊɺ୯ߦຊɺ৽ॻɺࡶࢽɺֆຊͳͲɺ

ʻࢁઌੜ͓͢͢Ίਤॻʼ

ࢁͷछྨ͕͋Γ·͢ɻͳ͔ͰจݿຊɺҰൠʹ
"̒αΠζ͕ଟ͘ɺ྿ՁͰίϯύΫτͰ࣋ͪӡͼ͕

■『のんのんばあとオレ』
水木しげる著、筑摩書房、1990年（ちくま文庫）

͍ͨ͢͠Ίɺதֶੜͷࠒ͔ΒѪ༻͖ͯͨ͠ຊͷҰͭ

■『夏の庭』
湯本香樹実著、新潮社、1994年（新潮文庫）

Ͱ͢ɻ
จݴ͏͍ͱݿ༿ɺॻݿΛҙຯ͢Δޠʮ;Έ͘
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ʰࣙԓʱʢୈ̓൛ʣʹɺʮॻ੶ɾݹจॻͳͲΛೖ

■『老人と海』
ヘミングウェイ著、福田恆存訳、新潮社、2003年（新潮文庫）
■『僕とおばあさんとイリコとイラリオン』
ノダル・ドゥンバゼ著 児島康宏訳・解説、未知谷、2004年

ΕΔଂɺॻݿɻҰൠʹɺਤॻऺެ͕ؗͷӾಡΛతͱ

■『博士の愛した数式』
小川洋子著、新潮社、2005年（新潮文庫）

͢Δͷʹରͯ͠ɺॻ੶ͷहूΛతͱ͢Δͷʯͱه
͞Ε͍ͯ·͢ɻ·ͨɺ໌࣏ʹظɺ·ͱ·ͬͨଂॻɺ

※図書館に所蔵しています。ぜひご利用ください。
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खʹऔΓ͍͢จݿຊɺΑ͍ຊʹग़߹͑Δػձͩ
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ͱࢥ͍·͢ɻจݿຊίʔφʔΛ͍ͯΈ͍͔͕ͯͰ

Կ͔ͷ࠶ϒʔϜΛ͕ͳ͜͠ىΒɺݱͰࢁͷ

͠ΐ͏͔ɻ

ग़൛͔ࣾΒจݿຊ͕ൃ͞ץΕ͍ͯ·͢ɻ
ͯ͞ɺͳͥจݿຊʹ͓ଧ͕ͪ͋ײΔͷ͔ͱ͍͏ͱɺ
จݿຊΑΓগ͠αΠζͷେ͖͍৽ॻɺֶज़తͳ͜ͱ
Λฏқʹॻ͍ͨڭཆॻ࣮༻ॻɺࣾձʹؔ͢Δ࡞
͕த৺Ͱ͢ɻͦΕʹର͠ɺจݿຊʹখઆຊ͕ଟ͘ɺ
ࣗ༝ͳ࡞෩Ͱਓؒࣾձͷ༷૬͕ඳ͔Ε͍ͯ·͢ɻ͠
͕ͨͬͯɺ࡞ͷதͷొਓΛɺࣗۙͳਓͱ
ॏͶͯಡΉ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ·ͨɺݹయചΕߦ͖ͷ
Α͍୯ߦຊͷීٴ൛ɾ྿Ձ൛Ͱ͋ΔͨΊɺଉͷ͍ྑ
ຊ͕ଟ͋͘Γ·͢ɻ͞Βʹɺרʹஶऀͷ͋ͱ͕͖
ஶ໊ਓͷղઆ͕͞ࡌܝΕɺॻ͖ԼΖ͠ͷ୯ߦຊʹ

ਤॻؗϗʔϜϖʔδͷʮར༻ঢ়گরձʯͰआΓ͍ͯΔຊͷ֬ೝɾ༧͕Ͱ͖·͢ɻ
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ڀݚͷಓ͠ΔΛਤॻͰؗ

白梅学園大学大学院 子ども学研究科
新研究科長 子ども学部 教授

小林 美由紀
ຊɺਓੜͷཏ൫ͷΑ͏ʹɺͦͷ࣌ʑͷಓ͠ΔΛ
৺ͷதʹࠁΜͰ͘ΕΔɻ৺ʹͬͨຊͷཤྺΛ୧Δͱɺ
ࣗͷਓੜͷيΛͳͧΔΑ͏ͳࢥ͍ʹ͔ΒΕΔͷͦ
ͷͨΊͩΖ͏ɻখઆͳͲ͕ਓʹΑͬͯଊ͑ํ͕ҧ͏ͷɺ
Ͳ͜Ͱͦͷຊʹग़ձ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱͱؔΘΔͷͰ
͠ΐ͏ɻ༷ʑͳذ࿏Ͱग़ձͬͨຊͷҙຯɺͦͷ࣌ͷࣗ
ʹ͔͠Θ͔Βͳ͍ͷ͔͠Εͳ͍ɻ

ʻখྛઌੜ͓͢͢Ίਤॻʼ
■『情報生産者になる』
上野千鶴子著、筑摩書房、2018年 （ちくま新書）
■『動的平衡1〜3』
福岡伸一著、木楽舎、2009・20011・2017年
（『新版動的平衡1〜2』は小学館新書で刊行）
■『ホモ・デウス ―テクノロジーとサピエンスの未来 上・下』
ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出書房新社、2018年

ҰํɺԿ͔Λ͚ͳ͠ڀݚΕͳΒͳ͍ͱ͍͏࣌ɺͦΕ

■『21世紀の資本』
トマ・ピケティ著、山形浩生 他訳、みすず書房、2014年

Ͱ͍ͳ͕ΒԿΛͲ͏͔͍ྑͯ͠ڀݚ͔Βͳ͍࣌ɺਤॻ
ؗͦͷࢥ͍Λड͚ೖΕͯ͘ΕΔɻࠓɺจࡧݕݙΛ
ΠϯλʔωοτͰखܰʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͕ͬͨɺ͍ͭ͜

ಉ࣌ʹɺڀݚςʔϚͱগ͠ΕͨจݙΛಡΉ͜ͱɺ

ͷؒ·Ͱɺඞཁͳจݙɺਤॻ͠୳Ͱؗग़͔͢ɺऔΓ

༷ʑͳ͔֯ΒڀݚΛߟ͑ΔࢳͳʹޱΔɻ࠷ۙͷͷͱ

ͯͤدΒ͏͔͠ͳ͔ͬͨɻॏཁͳڀݚจɺ༷ʑͳ

͍͔ͯͭ͘͠հ͢Δͱɺੜ໋ͷෆࢥٞʹઐՈͰͳ͘

ʹऀڀݚҾ༻͞ΕΔͷ͕ͩɺࣗͷʹڀݚඞཁͳจ

ͯ৮ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷɺ
ʮಈతฏߧʯʢԬ৳Ұஶʣ

ɺݪஶΛऔΓͤدɺ࣮ࡍʹΛ௨͞ͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ

ͷγϦʔζ͕͋Γɺ࠷͕ۙ̏ൃߦ͞ΕͨɻۙະདྷΛ

Կे͔લͷ࣌Λม͑ͨจΛखʹೖΕͨ࣌ɺͦ

༧ଌ͢ΔͨΊʹͱͳ͍ͬͯΔͷͰɺ
ʮϗϞɾσ

ͷʹ͔͡ͱऀڀݚ৮Ε߹͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨͪ࣋ؾΛີ͔ʹ

εʯ
ʢϢϰΝϧɾϊΞɾϋϥϦஶʣ͕͋Δɻࣾձͷ

ຯΘ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͔ͭͯɺڀݚͷͨΊʹεΣʔσ

Λࡁܦͷࢹ͔Βଊ͑ͨ
ʮ ੈلͷࢿຊʯ
ʢτϚɾϐέςΟ

ϯͷΧϩϦϯεΧֶ࣌ͨ͠ཹʹॴڀݚɺΓ߹͍͍ͳ

ஶʣɺॴಘ֨ࠩʹΉਓʑʹࢦඪΛ༩͑ͯ͘ΕͨɻͲ

͍ɺݴ༿ຬʹ௨͡ͳ͍ੜ׆ͷதͰɺਤॻؗࢲͷ

Εࣗͷͱڀݚؔͳ͍ͱࢥ͏͔͠Εͳ͍

ډॴʹͳͬͨɻֶੜͰ͋ͬͯɺཹֶੜͰ͋ͬͯɺ

͕ɺԿͷͨΊʹڀݚΛߦ͏ͷ͔ͱ͍͏ࠜݯతͳ͍ʹ

୭Ͱ͑Δͷ͕ສࠃڞ௨ͷਤॻ͋ͰؗΔɻ࣌Λ

͔͍߹͏࣌ʹɺώϯτΛ༩͑ͯ͘ΕΔ͔͠Εͳ͍ɻਤ

͑ͨஶऀͱର͢Δ͜ͱͰ͖ɺւ֎Ͱຊͷจʹग़

ॻͰؗɺڀݚͷಓ͠Δ͚ͩͰͳ͘ɺਓੜͷಓඪಘ

ձͬͯ৺ͷ҆Β͗Λ֮͑Δ͜ͱͰ͖ͨɻ

ΒΕΔ͔͠Εͳ͍ɻͦΕͦ͜ɺۭ࣌Λ͑ͯɺ୭ͱͰ

͜Ε͔ΒڀݚΛ͠Α͏ͱࢥ͍ͬͯΔ࣌ʹɺڭһ͔Β༷ʑ

͕ܨΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͷͩͱࢥ͏ɻ

ͳจݙΛհ͞ΕΔ͔͠Εͳ͍ɻҰͭͷจݙΛಡΜͰɺ
Ҿ༻จݙΛ͞Βʹ୧ͬͯߦ͘ͱɺେͳྔʹͳ͍ͬͯ͘

˙ओͳσʔλϕʔε˙ʢҰ෦ֶ֎ΞΫηεՄʣ

ͩΖ͏ɻ

ʻຊޠจʼ$J/JJ"SUJDMFTɺࡶࢽࡧࣄهҾूσʔλϕʔεɺ

ҩֶதԝࡶࢽɺϝσΟΧϧΦϯϥΠϯɺ ܦ#1 ࡧݕࣄهαʔϏε

࣌ʹɺใͷதʹຒΕͯํੑΛͱ͜͏ࣦݟ͋Δ
͔͠Εͳ͍ɻจΛॻ࣌͘ͷࢦೆॻ༷ʑ͋Δ͕ɺ
ʮ
ใੜ࢈ऀʹͳΔʯ
ʢ্ઍࢠஶʣɺڀݚจΛ࡞

ʻ֎ࠃޠจʼ1TZD*/'0ɺ1TZD"35*$-&4ɺ"DBEFNJD4FBSDI&MJUɺ
$IJME%FWFMPQNFOU"EPMFTDFOU4UVEJFT

͢Δతํ๏ؚΊͯɺ༏ΕͨೖॻͱͳΔͩΖ͏ɻ

ʻ৽ฉʼே৽ฉฉଂɺಡച৽ฉϤϛμεྺ࢙ؗɺຖ৽ฉຖࡧ

͕͍ࣗͨ͠ڀݚςʔϚʹ͍ͭͯɺͱ͜ͱΜจݙΛू
Ίͯɺ͔ͦ͜Βਐ࿏Λݟग़͢͜ͱඞཁͱͳΔͩΖ͏ɻ

ʻඦՊࣄయʼδϟύϯφϨοδɺϒϦλχΧΦϯϥΠϯ
ਤॻؗϗʔϜϖʔδͷʮσʔλϕʔεʯΑΓɺΦϯϥΠϯͰར༻Ͱ͖·͢ɻ
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ֆຊͷੈքΛʹڞ

ʕͦΕͧΕͷํ͡ײͷҧ͍Λ

ຊθϛΦεεϝֆຊհίʔφʔ
ਤॻؗͷԼӾཡ੮ۙ͘Ͱɺຊڭतɺ
θϛੜͱେֶɾظେֶਤॻͱؗͷֆຊలࣔίϥϘاըΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ
قઅΛςʔϚʹ
ΦεεϝֆຊΛఆظతʹలࣔସ͍͑ͯ͠·͢ɻ
ࣸਅͷ  ݄ɾ݄̍
ʮΫϦεϚεɾ͓ਖ਼݄ɾౙʯ
ʹؔ͢ΔֆຊΛֶੜ͕ҰਓҰͣͭબͼɺ
ॻՍϨΠΞτɺ
০·Ͱߦ͍·ͨ͠ɻ
ɾɾ ݄
ʮय़ʯ
͕ςʔϚͷΦεεϝֆຊΛհɻ
͔Θ͍͍Φεεϝίϝϯτʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ࠓޙఆظతʹίϥϘలࣔΛاը͍ͯ͠·͢ͷͰָ͠Έʹ͍͍ͯͯͩ͘͠͞ɻ

ຊθϛͰओʹֆຊΛςʔϚͱͨ͠ڀݚ׆ಈΛߦͬ
͍ͯ·͢ɻओͳ׆ಈͱͯ͠ɺֆຊΛࡐʹ͠ɺֶԂࡇอ
ҭݱͰϫʔΫγϣοϓΛ։࠵͢Δ͜ͱͰ͢ɻࢠͲͨͪͱ
ҰॹʹֆຊΛಡΈ͍͋ͳ͕Βָ͠ΈɺֆຊͷੈքΛମͰݧ
͖ΔΑ͏ͳ׆ಈΛاը͍ͯ͠·͢ɻֆຊͷੈքΛ࣮ࡍʹݴ
ޠܗɺମɺԻָͷද׆ݱಈͱࢠͲͱָ͠ʹڞΉਓ
ಉ࢜ͷؔΘΓ͔Β͛Δ͜ͱΛతͱͯ͠ɺ
ʑࢼߦࡨ͠ޡ
ֶͼΛਂΊ͍ͯ·͢ɻ
·ͨɺຊθϛͰɺ
ਤॻͱؗͷίϥϘاըͱֶͯ͠ੜ͕
قઅͷֆຊΛհ͢ΔίʔφʔΛ࡞Β͍͍͍ͤͯͨͩͯ·
͢ɻਓͷֶੜ͕ͣͭબͼɺ
ֆຊͷհɺ
ΦεεϝϙΠϯ
τͳͲͷϙοϓ࡞͍ͯ͠·͢ɻಉ͡ʮय़ʯͱ͍͏ࡐͰ
͋ͬͯɺͦΕͧΕͷֆຊͷબͼํ͔Β༑ʹযΛͯ
ͯબͿਓɺ
ϝοηʔδੑΛେࣄʹબͿਓɺقઅͷۭײؾΛେ
ࣄʹબͿਓͳͲ༷ʑͳબͼํ͕͋Δ͜ͱ͞·͟·ͳࢹ
͕͋Δ͜ͱΛֶͼ߹͍·ͨ͠ɻਓͰͦΕͧΕҧ͏ํ͡ײ
͕͋Δͱ͍͏͜ͱΛ࣮͠ײɺֆຊͷԞਂ͞ΛվΊͯΔ͜ͱ
͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ
ҎલθϛͷதͰ͚ͩͰֆຊΛհ͠߹͏ɺ
ͱ͍͏׆ಈΛ
ߦ͍ͬͯ·͕ͨ͠ɺ
ͦΕΛਤॻؗར༻ऀͷํʹ͍ͬͯͨ
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͚ͩΔ׆ಈʹൃల͠ɺ
θϛੜҰಉͱͯت͍͜͠ͱͰ͋Δ
ͱ͢·͍ͯ͡ײɻਤॻʹؗʮຊθϛֆຊհίʔφʔʯͱ
ͯ͠ϒʔεΛ࡞͍͖ͬͯͨͩɺֶͷֶੜઌੜํɺ
֎෦ͷ
ํʹൃ৴͢Δ͜ͱͰɺ
ࣗͨͪվΊͯ༮ࣇʹظֆຊʹ৮
ΕΔ͜ͱͷେࣄ͞ֆຊͷ࣋ͭҙຯΛֶͿ͜ͱʹ͕ͬܨ
͍ͯ·͢ɻ
ࠓޙ͜ͷΑ͏ͳ׆ಈΛΑΓൃలతʹऔΓΉ͜ͱͰɺ
อ
ҭऀʹඞཁͳεΩϧΛʹ͚ͭɺཧͷอҭऀʹۙͮ͘͜
ͱͷͰ͖ΔΑ͏ʹֶͼଓ͚͍͖͍ͯͨͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ

നകࡇͰͷຊθϛʹΑΔʮ ͻ͖ͷ͔΅ͪΌʯͷ༷ࢠ
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ɺ
૾ྗ͕๛͔ʹͳΓɺ
͞·͟·ͳ༡ͼΛੜΈग़͍ͯ͘͠ͱ͍͏͜
ࠓͷຊͲΜͳੈք
ͱͰ͢ɻ
ֆຊࣇಐจֶΛָ͠Έɺ
༡ͼͱൃలͤ͞ΔࢠͲͨͪ
͕͕͍ͬͯΔͷͩΖ
௨ͯ͠ɺ
ֆຊͷԞਂ͞ΛΔʕ
ͷ࢟ʹɺ
ৗʹత͕͋Γɺ
͕ࣗͨͪ૾ͨ͠ੈքΛ༡ͼͰ࣮ݱ
͏ɻʹͳΔͱ͜ͷΑ͏
ࢲ͜ͷࢠͲͷ૾͢Δ
ͳ͕ͪ࣋ؾ্͖͕Γɺ ͍ͤͯ͜͞͏ͱੜ͖ੜ͖ͱ͍ͯ͠·͢ɻ
ྗɺ
͍ͣΕେਓʹͳͬͯ͞·͟·ͳ͜ͱΛ૾͠ɺ
ղܾ͍ͯ͘͠
ஂʹೖΓͳ͕ΒͷͰޠ
ੜ͖ൈ͘ྗʹͳ͍ͬͯ͘ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
͔ͩΒͦ͜ɺ
͜ͷࢠͲͨ
ΒΕΔޠΛͪΘͼΔ༮গظΛա͝
ͪͷΒʹ͍Δେਓ͕ɺ
͍͔ʹຊͷੈքͷ൶༠͏ਓʹͳΔͷ͔
ͨ͠ࢲɻ
ࠓͰɺ
ͦͷͤͳ࣌ؒΛࢥ͍ग़͠ɺ
৺Α͘ৼΓฦΔ͜
͕ॏཁͰ͋Δͱࢥ͏ͷͰ͢ɻ
ͱ͕͋Γ·͢ɻ ੈքͷࠃʑͷಐຽΛબॻͯͯͬ͘͠ޠΕ
ʰͭ͘Լͷϐοϐʱ
ͳͲΛॻ͍ͨ༗໊ͳࣇಐจֶ࡞ՈΞετϦο
ͨʹɺ
ಛʹԿ܁Γฦ͠ಡΜͰͱ͓͍ͨ͠ئͷɺ
ΞΠϧϥϯ
࣍ͷΑ͏ͳݴ༿Λ͍ͯ͠·͢ɻ
υग़ͷจਓΦεΧʔɾϫΠϧυͷॻ͍ͨ
ʰͳԦࢠʱ
Ͱͨ͠ɻ
 υɾϦϯυάϨʔϯɺ
ࠢͷൿີͷۭؒʹɺ
͚ࣗͩͷֆΛ
ͳԦࢠͷಔ૾ɺ
ཱͳۚഩʹแ·Εɺ
੨͍αϑΝΠϠͷ ʮຊΛखʹͨ͠ࢠͲͻͱΓɺ
ඳ͖·͢ɻ
ͦ͏ͨ͠ֆԿʹউΔͷͰ͢ɻ
ਓؒʹ͜ͷΑ͏ͳ
͍ϧϏʔͷ͍ͨΛʹ͚͍ͭͯͨ͜ͱ͔Βொதͷਓʹ
ֆ͕ඞཁͰ͢ɻ
ࢠͲͨͪͷ૾ྗ͕ֆΛඳ͚ͳ͘ͳΔɺ
ਓྨ
ͱͬͯಌΕͷಔ૾Ͱͨ͠ɻ
͔͠͠ɺ
ொͷத৺ʹཱͭಔ૾Ͱ͋ͬͨ
͕ශ͘͠ͳΔͰ͢ɻ
ੈքͰ͖͋ͨىΒΏΔҒେͳͰ͖͝ͱɺ
ॳ
ͳԦࢠͷͷલʹɺ
ଟ͘ͷශ͍͠ਓͨͪͷ͕࢟͑ݟɺ
গ͠Ͱ
Ί୭͔ͷ૾ͷதʹੜ·Ε·ͨ͠ɻ
໌ͷੈք͕ͲΜͳ෩ʹͳͬ
ͦͷਓʑͷͨΊʹͳΖ͏ͱࣗ༝ʹඈͼճΔ͜ͱͷͰ͖Δπόϝʹ
ͦͷେ෦ɺ
ࠓ·͞ʹಡΉ͜ͱΛֶΜͰ͍Δਓͨͪ
ࣗͷମΛ෴͍ͬͯΔͷΛ͚༩͑ΔΑ͏ʹ͓͢·͍͠ئɻ ͍ͯΔͷ͔ɺ
͔ͩΒͦ͜ɺ
ࢠͲͨͪʹ
ਓʑΛॿ͚ΔͨΊʹͳԦࢠஈʑͱΈ͢΅Β͍࢟͠ʹͳΓɺ ͷ૾ྗͷେ͖͞ʹ͔͔͍ͬͯ·͢ɻ
ຊ͕ඞཁͳͷͰ͢ʯ
πόϝӽౙͰ͖ͣʹࢮΜͰ͍͖·͢ɻ
൵͍݁͠Ͱ͋Γ·ͨ͠
ຊֶͷֶੜͷօ͞ΜେֶࢠͲֶ෦·ͨظେֶอҭՊ
͕ɺ
Ұ໘͝ͱʹͳԦࢠπόϝͷݴಈʹ৺Λ༳͞ͿΒΕɺ
͞
ʹೖֶ͍ͯ͠·͢ɻ
୭͕ࢠͲʹԿΒ͔ͷڵຯɾ
·͟·ͳײΛݴ༿දͰ͋ΒΘ͢ࢲͨͪ࢞
ؔ৺Λ͓࣋ͪͷ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻ
ͦΜͳօ͞Μ
ఋͰͨ͠ɻ
͕༏͍͠·ͳ͟͠ͰࢲͨͪΛड
͔ͩΒͦ͜ɺ
কདྷࢠͲͨͪͷΒʹ͍Δ
͚ࢭΊࣗΒͷࢥ͍ΛޠΓ͋ͬͯ͘Εͨ͜ͱ
ຊͷ൶༠͏ਓʹͳΔ
େਓͱͯࣗ͠Β͕ຊΛ͖ʹͳΓɺ
কདྷࢠ
ΛࡢͷΑ͏ʹࢥ͍ग़͠·͢ɻ
ͲΛຊͷ൶༠͍ɺ
ָ͠ʹڞΈ͋͏ਓͱͳ
ࢲ͕খֶߍࡾੜͷੜͷ࣌ʹɺ
ͱ
Δ͜ͱΛظ͍ͯ͠·͢ɻ
ຊߦ͖ɺ
͖ͳຊΛϓϨθϯτͯ͋͛͠Δ͔Β
બΜͰ͖ͳ͍͞ͱݴΘΕ·ͨ͠ɻ
ॳΊͯࣗͰखʹऔͬͯબΜͩ
ͷ͕ɺ
ʰ͞ͱࢠͷهʱླ૱ࢠஶ ౻༑Ұֆ ͻ͘·ͷग़൛
 Ͱͨ͠ɻ
පͱ͖߹͍ɺ
ʹ໋ݒੜ͖Δओਓެͷ࢟ࢲͷ৺
ʹিܸΛ༩͑·ͨ͠ɻ
ͦͷޙɺ
ʹࣄ͋Δ͝ͱʹ͖ͳຊΛબ
ͤͯΒ͍ɺ
ࢲ
ʰీͷ؟ʱփ୩݈࣍ஶ ཧࣾ  ɺ
খ͞ͳ
εϓʔϯ͓͞Μ ΞϧϑɾϓϦϡΠηϯஶ େ௩༐ࡾ༁ Ϗϣʔϧ
ϯɾϕϧΠֆ ֶݚϓϥε  ͳͲଟ͘ͷຊΛखʹऔΔ͜ͱ͕
Ͱ͖·ͨ͠ɻ
͜Μͳ͜ͱΛޠΔͱɺ
Α΄Ͳڭҭ৺ͳʹҭͯΒΕ
ͨࢠͲͱ͡ײΒΕΔਓ͍Δ͔͠Ε·ͤΜ͕ɺ
ҙ֎ʹ྆
͜ͷ࣌ʹಡΈ༩͑ͨຊͷ༰ຊΛҰॹʹങ͍ʹߦͬͨ͜ͱΛ
͋·Γ͍֮͑ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ͨͩɺ
ࢠͲͨͪͱຊͷ͜ͱʹͭ
ָ͍ͯ͠Έ͋ͬͨ͜ͱ͚ͩΕΒΕͳ͍ͱ͢·͍ݴɻ
ͦͷ࣋ؾ
ͪΛฉ͍ͨ࣌ɺ
ࢠͲͰ͋ͬͨࢲ͚ͩͰͳ͘ɺ
ͱʹͱָͬͯ
͍࣌ؒͩͬͨ͠ͷͩͳͱɺ
ͳʹͪ࣋ؾ͍͠خΓ·ͨ͠ɻ
子ども学部 子ども学科 教授 仲本 美央
࣌Λͯܦɺ
େਓʹͳͬͨࢲɺ
ࢠͲͱେਓ͕ֆຊΛಡΈ͋͏׆
ಈͷڀݚΛ͍ͯ͠·͢ɻ
ຊΛ௨ͯ͡ࢠͲͱେਓ͕ͭͳ͕ΓΛ࣋
ʻຊઌੜ͓͢͢Ίਤॻʼ
ͪͳ͕Βɺ
ָ͠ʹڞΈ͋͏͜ͱɺ
ࢠͲͷ૾ੈքΛ͛ͨΓɺ
ຊ
͔ΒࣝΛಘͨΓɺ
ݴ༿Λ֮͑ͨΓ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺ
ಡΈ͋͏ਓಉ
■『幸福な王子 ―ワイルド童話全集』
͕࢜ͤͱ͡ײΒΕΔ࣌ؒΛա͢͜͝ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΒͰ͢ɻ
ͦͷ
オスカー ワイルド著、西村孝次訳、新潮社、1968年（新潮文庫）
ͤͳ͕࣌ؒࢠͲͷҭͪʹ༩͑ΔӨͱڹԿ͔ɺ
ͦͷӨڹΛΑ
■『さと子の日記』
鈴木聡子文、藤沢友一絵、ひくまの出版、1982年
ΓΑ͘͢ΔͨΊʹࢠͲͷपΓʹ͍Δେਓʹඞཁͳ͜ͱԿͳͷ
■『兎の眼』灰谷健次郎著、理論社、1980年
͔Λ୳͠ڀଓ͚͍ͯ·͢ɻ
͜ͷڀݚͷҰ෦Λอ༗ऀͷօ͞Μͱڞ
■『小さなスプーンおばさん』
ʹ
ʰֆຊ͔Β͕Δ༡ͼͷੈքʔಡΈ͋͏ֆຊʱ
ʢඉޱਖ਼य़ɾຊ
アルフ・プリョイセン著、 大塚勇三訳、学研プラス、1966年
ඒԝฤஶɺ
෩໐ࣷɺ
ʣ
Ͱड़͍ͯ·͢ɻ
·ͩेͳʹڀݚ
■『絵本から広がる遊びの世界―読みあう絵本』
ࢸΓ·ͤΜ͕ɺ
໌Β͔ʹͳͬͨ͜ͱ͕͍͔ͭ͋͘Γ·͢ɻ
ͦͷҰͭ
樋口正春・仲本美央編著、風鳴舎、2017年
͕ɺ
ֆຊΛอҭऀͱָ͠ʹڞΈ͋͏ݧܦΛੵΈॏͶͨࢠͲͨͪ

ָ͠Έͳ͕Βֶͼ߹͏
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ਤॻͱؗग़ձ͍

子ども学部 発達臨床学科
講師

宮田 まり子
ਤॻ͘ߦʹؗɺࢲʹͱͬͯͦΕཱྀʹग़ΔΑ͏ͳͷ

ʻాٶઌੜ͓͢͢Ίਤॻʼ

Ͱ͢ɻਤॻؗɺ༷ʑͳͷʹग़ձ͑Δग़ձ͍ͷͰ͋
Δ͔ΒͰ͢ɻࢲͷࣨڀݚࣗʹɺ͍Ζ͍Ζͳຊ͕͋Γ

■『遊び―遊ぶ主体の現象学へ』
ジャック・アンリオ著、佐藤信夫訳、白水社、2000年

·͕͢ɺͦΕΒࢲࢲͷՈ͕ηϨΫτͨ͠ʹա͗·

■『教育とは何か』
大田堯著、岩波書店、1996年（岩波新書）

ͤΜɻ͔͠͠ਤॻؗͷຊɺ৭ʑͳํʑʹΑͬͯબΕͯ
͓Γɺଟ༷ੑʹ͋;Ε͍ͯ·͢ɻ

■『大衆教育社会のゆくえ―学歴主義と平等神話の戦後史』
苅谷剛彦著、中央公論社、1996年（中公新書）

ࢲ͕࠷ॳʹਤॻʹؗग़ձͬͨͷɺ͔֬খֶߍੜ

■『働きざかりの心理学』
河合隼雄著、新潮社、1995年（新潮文庫）

ͷࠒͰͨ͠ɻ࣌ɺࢲ߫֎ͷ৽ॅڵʹॅΜͰ͍·
ͨ͠ɻ͍ͭͷΑ͏ʹެԂͰ༡ΜͰ͍ͨ࣌ɺಥવۙ͘Λ

■『教育の方法 (放送大学叢書011)』
佐藤学著、左右社、2010年

Δখܕόε͕ԻָΛ໐Β͠ɺॅ֗ΛҰपͯ͠ɺอҭԂԣ
ͷறंʹఀ·ͬͨͷͰͨ͠ɻ͍ۙͮͯɺͬ͡ͱ͍ͯݟΔ

■『見てみよう！全国のおもしろ学校図書館』
こどもくらぶ編、ミネルヴァ書房、2018年

ࢲͨͪͷલͰɺं͔ΒҰਓͷӡసख͕߱Γ͖ͯ·ͨ͠ɻͦ
ͯͦ͠ͷӡసखͷ͓͡͞ΜɺखࡍΑ͘ंͷ৭ʑͳ൶Λ

͞ΛࠓͰ໌ʹ͍֮͑ͯ·͢ɻࢲ֗ͷຊΛआΓ͍ͯ

։͍͍͖ͯ·ͨ͠ɻࢲͨͪɺ։͍ͨ൶͔ΒதΛͷ͖ͧݟ

ΔɻआΓΒΕΔΧʔυΛ͍࣋ͬͯΔɻͦΕʹ͜͜ʹॻ͔Ε

·ͨ͠ɻখܕόεͷதɺਓ͕Ұਓา͚Δఔͷ௨࿏ɺͦͷ

͍ͯΔࣈಡΊΔɻҰͷຊΛ௨ͯ͠ɺۙॴͷେਓͷ

྆ʹ୨ɺ୨ຊͰ͍ͬͺ͍Ͱͨ͠ɻ΄Ͳͳۙ͘ྡͷେਓ

ؒʹೖΕͨɺࣾձͷҰһʹͳͬͨΑ͏ͳ͕ͨ͠ؾͷͰ͠

͕ͨͪू·͖ͬͯͯɺंͷதʹೖ͍͖ͬͯ·ͨ͠ɻح৺

ͨɻ͠Βͯ͘͠ɺॅͷۙ͘ʹਤॻ͖Ͱ͕ؗɺҠಈਤ

ͷࢲ͔ͨͬڧɺؒΛදͯ͠ɺେਓͷޙΖʹ͍ͭͯं

ॻؗແ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ

ͷதʹೖΓɺຊΛखʹͯ͠ྻʹฒͼ·͕ͨ͠ɺ༮͔ͬͨࢲ

͔ͭͯɺຊ͕গͳ͘وॏͰ͋ͬͨ࣌ɺਤॻͰͭͳ

ҰਓͰआΓΒΕ·ͤΜͰͨ͠ɻࢲ͓͡͞Μ͔Β༻

͕Εɺਤॻؗ༗ྉͷͰ͋ͬͨͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦ

ࢴͱΧϨϯμʔΛΒ͍ͨ͠·͠ؼɻͦͷ͔྆Βɺ

ͷޙͷҹज़ͷൃ໌ͱൃలʹΑΓɺࠓͰਤॻؗ୭Ͱ

ंʮҠಈਤॻؗʯͰ͋Γɺ͓͡͞Μࢢͷਤॻॻ࢘ؗͷ

ར༻Մͳʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ
ʮҠಈਤॻؗʯࢢຽʹ

ํͰ͋Δ͜ͱΛڭΘΓ·ͨ͠ɻͦͷ͔ΒࢲҠಈਤॻ

֨ࠩͳ͘ɺΈͳ͘͠ͱग़ձֶ͍ͿػձΛอো͢Δɺͱ

͓͞͡ͱؗΜΛͪ·ͨ͠ɻͦͯ͠ԻָΛ໐Βͯͬͯ͠

ͯॏཁͳׂΛ୲͏ͷͰͨ͠ɻ

དྷͨόεΛ͍͔͚ͯɺͬͱआΓΒΕͨͦͷ࣌ͷ͠خ

࠷ۙࢲɺΠϯλʔωοτΛར༻ͯ͠ɺΩʔϫʔυݕ
ࡧ͔Βཉ͍͠ຊ͚ͩΛऔΓग़ͯ͠ར༻͢Δ͜ͱଟ͘
ͳ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺͦΕͰগ͠Ͱ͕࣌ؒ͋Εɺ
ؗΛ;Β;Βͱา͖·͢ɻഎදࢴΛோΊͯݟɺͪΐͬͱ
தΛͷ͖ͧͯݟɺͦ͜Ͱग़ձ͑ͨ৽ͨͳʹɺੈք͕
͕͍ͬͯ͘ͷΛ͢·͡ײɻͱͯ͘͠خɺ๛͔ͳͪ࣋ؾ
ʹͳΓ·͢ɻͦ͜ʹ͋Δͷɺ͝Ζ৮Εͳ͍จԽɺʹ؍
ߦ͘͜ͱ͕͍͠ܠ৭ɺ࣌తʹग़ձ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
ਓʑͷࢥֶͩͬͨΓ͢ΔͷͰ͢ɻਤॻ͘ߦʹؗɺͦ
Ε৭ʑͳͷΛӽͰ͖Δཱྀɺͱͯ᩵ͳཱྀͩͱ
ࢥ͍ͬͯ·͢ɻ

最新おすすめDVDも視聴できます。

6

花みづき（第 33 号）2019.4.1
Memories of the library part 5

ਤؑେࠃʹΒ͢ӡ

短期大学 保育科
講師

宮崎 佑介
ຊੈքҰͷਤؑେࠃͱ͍ͬͯաͰݴͳ͍ɻԤ

ʻ࡚ٶઌੜ͓͢͢Ίਤॻʼ

ถ։ൃ్্ࠃͷຊΛ๚Ͷ͍ͯΕҰྎવͰɺͦͷ
ྔͱ࣭ͷࠩʹ͚ؾΔ͜ͱͩΖ͏ɻਤؑͷಛɺͨͩͷ

■『図鑑大好き! ―あなたの散歩を10 倍楽しくする図鑑の話』
土屋健著、彩流社、2014年

ࣸਅɾΠϥετूͰ͋Δ͜ͱʹཹ·Βͳ͍ɻ࡞ऀ͕͢
Δ͔؍ΒମܥతʹߜΒΕͨରʹ͍ͭͯɺͦͷಛ

千葉県立中央博物館では、平成26年度に「図鑑大好
き！」という企画展が行われたことがある。この展示
解説書は、図鑑のような趣もあり、世界一の図鑑大国
である所以に触れることができる。

ଐੑ͕هड़͞ΕΔ͜ͱʹΑͬͯɺใͷਂΈ͕ͨΒ͞
ΕΔɻਓɾࣗવʹؔΘΒͣɺͦͷରཏສͩɻେ
ॻܕళɾਤॻʹؗग़͚ɺ୭ͰࣗΈͷҰʹग़

■『ユリイカ ― 2018年10月号 特集 図鑑の世界』
青土社、2018年
実際に図鑑の制作に携わる著者・編集者・イラスト
レーターなどの方々が、自身も図鑑で育ってきた背景
やその好意を言葉で紡いでいる。図鑑が好きな人たち
を繋ぐ一冊といえよう。

ձ͑Δʹҧ͍ͳ͍ɻ
༮গ͍͓ͯʹظਤؑͱ৮Ε߹͏ػձΛଟ࣋ͯ͘Δ͔Ͳ
͏͔ɺͦͷޙͷਓੜʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δ͔͠Ε
ͳ͍ɻࣗવମݧͷதͰग़ૺͬͨੜͷਖ਼ମΛਤؑͰ͖ͭ
ͱΊɺͦͷղઆΛಡΈɺ࣮ମݧΛͱͳ͏ࣝͱͯ͠ٵऩ
͍ͯ͘͠ɻੜֶऀʹɺਤؑΛࣗͷ݂ͱ͖ͯͨ͠ํ

͋Δਓʹେࣗવʹ͑ݟΔܠ৭͕ɺ͋ΔਓʹΑͬͯ

͕গͳ͘ͳ͍ɻࢲͦͷҰਓͩ͠ɺΉ͠Ζ͜ͷ͕ݧܦແ͍

ڥഁյͷͷΑ͏ʹ͔͠өΒͳ͍ܠ৭͋ΔɻͪΖ

ੜֶऀ͋Γಘͳ͍͔͠Εͳ͍ɻ

Μɺڭ͕ऀޙཆͷ͋Δਓͩͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ

ਤؑʹɺੈքͷஅย͕هड़͞Ε͍ͯΔɻੈքͷࡉ

༮গࣗʹظવମݧΛॏͶΔͱɺͦͷ͏ͪಛʹ͖ͳ

Λଊ͑ɺͦͷղ૾ΛߴΊ͍ͯ͘ҰॿͱͳΔͷͩɻਤ

ྨ͏͍ͱ܈ͷ͕ఆ·ͬͯ͘Δɻൃୡ͕ਐΜͰ͘Εɺࠓ

ؑΛཋͼͨଟՉ͕ɺͦͷਓͷੈք؍Λ֦͍͚͛ͯΔ͔Ͳ

ࣗͰͦͷ؍ɾ࠾ूͷهΛͨ͘͠ͳͬͯ͘Δɻ

͏͔Λܾఆ͚ͮΔͷͰͳ͍͔ͱࢥΘΕΔ΄Ͳɺͦͷؔ

ͦΕ͕͞Βʹߴ͡ΔͱɺίϛοΫϚʔέοτֶࡇͷΑ͏

ΘΓॏཁͳͷͩͱࢥ͏ɻ

ͳΠϕϯτʹ͓͍ͯɺਤؑܥͷಉਓࢽΛൢച͢Δ·Ͱʹ

ͨͱ͑ɺಉ࣌ؒ͡ʹಉ͡ॴʹཱͪɺಉ͡ํͰಉ͡

ࢸΔ͜ͱ͋Δɻࠓ8&#͕ൃୡ͠ɺ4/4ʹ͓͍ͯಉ͡

෩ܠΛͯ͠ͱ͍ͨͯݟɺͦͷਓͨͪʹલఏͱͳΔࣝ

ڵຯɾؔ৺Λ࣋ͭํʑͱ͕ܨΓ͍࣌ͩ͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ

ͷ࣭ྔͷҧ͍ʹΑ͍ͬͯͯ͑ݟΔੈքҟͳͬͯ͘Δɻ

ഔମΛ௨͡ɺࣗͷࣝΛཧͯ͠औΓ·ͱΊɺࢠͷܗ

ͦͷ෩ܠͷେ෦ΛΊΔຊͷथछ͕Θ͔Δ͔Ͳ͏

ͱͯ͠ൃද͢Δ׆ಈܾͯ͘͠͠ͳ͍࣌ྲྀͳͷͩͱڧ

͔ʁաڈͷͦͷॴͷྺ࢙Λ͍ͬͯΔ͔Ͳ͏͔ʁ

࣮͘͞ײΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻͦͦਓਤؑΛ࡞Γͨ͘
ͳΔੑ࣭Λ͍࣋ͬͯΔͷͩͱ͍͏ͯ͑͘͠͞ؾΔɻ
ॻͷதͰɺਤؑࣸਅඳըΛோΊΔ͚ͩͰຬ
Ͱ͖Δੑ࣭͕͋Δɻ͢ݴΕɺൺֱతʹෑ͕ډ͍
ॻͳͷͰ͋ΔɻࣗͷҰͱ͍͑Δਤؑʹະͩग़ձ͑ͯ
͍ͳ͍ͱ͍͏ํʹɺੋඇͱେॻܕళɾਤॻʹؗΛӡ
ΜͰ͍͖͍ͨͩͨɻԿॻ͘ͳؾ୨ΛோΊͯา͍͍ͯΔͩ
͚Ͱɺࢥ͍͕͚ͳ͍ग़ѭ͍ʹ·ܙΕΔ͜ͱ͋Δɻ

各教員おすすめ図書は図書館に所蔵しています。ぜひご利用ください。
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֊͕৽͘͠ͳΓ·ͨ͠ɻ

図書館おすすめスポット

１階 図書館スタッフおすすめ本・教科書コーナー / 閲覧机・イスの入れ替え
˙ਤॻ֊  ؗͷӾཡصɺΠεΛ৽͘͠ೖΕସ͑͠·ͨ͠ɻ

図書館 1階にある閲覧机11台と、
イス 54 脚を新し
いものに入れ替えました。
閲覧机については、
昨年 3 月に実施した卒業予定
者アンケートで机を入れ替えてほしい要望があり、
今回入れ替えました。
なお、机については学内投票を行い、
上位だった2
種類を最終的に選択しました。
投票にご協力ありが
とうございました。
授業や資格のための勉強にぜひ活用してください。
今後も館内環境をますます充実させるよう努め
ていきますので、
図書館アンケートを行う際はぜひ
ご意見やご要望をお聞かせください。
˙ਤॻؗελοϑ͕͓͢͢Ί͢Δຊίʔφʔ

˙খֶߍڭՊॻɺখֶߍڭһཆਪનॻίʔφʔ

図書館スタッフが、在
学生 のみなさんにぜ ひ
読 んでほしい 本を取り
そろえています。
小説やルポルター
ジュ、エッセイなどの現
代 社会に関係 するテー
マや、日々の勉強に関係
す るもの など 、様々 な
ジャン ルが 並 んでいま
す。
一見、関係ないように
思えるタイトルでも実は
役に立つこともあります。
図書館1階の閲覧席横
にありますので、ぜひ手
にとって知識・興味関心
を深めてみてください。

図書館の１階階段
横にコーナーがあり
ます。各小学校で採
択している国語・算
数・理科・社会・道
徳の教科書と、各教
科の指導要領が並ん
でいます。
また、先生方が推
薦した小学校教諭に
なるために読んでお
きたい本も隣にあり
ます。
貸出（１週間）も
できますので、小学
校教諭を目指す方は
ぜひこのコーナーに
足をはこんでくださ
い。

˔˔˔%7%ʢϏσΦʣӾཡϕετ ˔˔˔
ʢ ʙ ʣ

˔˔˔ਤॻʢֆຊʣିग़ϕετ ˔˔˔
ʢ ʙ ʣ
順位 回数

書

順位 回数

名

書

名

施設で育った子どもたちの語り

君の膵臓をたべたい

どうぞのいす

シング Sing
美女と野獣
モアナと伝説の海

はらぺこあおむし
家族と暮らせない子どもたち

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅

ぐりとぐら

ぼくは明日、昨日のきみとデートする

子どもが語る施設の暮らし 2

ラ・ラ・ランド

いいんだよ、そのままで

余命1ヶ月の花嫁

育ちつづける人達 障害の現実と普通の生活のはざまで
映画 聲の形／グレイテスト・ショーマン

施設で育った子どもたちの居場所
2018 年も保育・施設実習などに関連する図書や絵本が上位に。
惜しくも絵本「どうぞのいす」は 4 年連続1 位にはなりません
でした。なお、ベストセラーの絵本だけでなく、新しい絵本
も年間 400 冊ほど受入しています。ぜひ、今人気を集めている
絵本作家の作品もご覧ください。

アニメ・邦画・洋画問わず新規購入したタイトルが多くランク
インしました。また、視聴覚室のヘッドホンを新しいものに入
れ替え、より使いやすい環境になりました。ご利用の場合は、1
階利用者PC近くにあるファイルより希望タイトル番号（HPか
らも検索可）をカウンターに伝え、学生証をお出しください。

図書館のホームページはこちらから http://libwww.shiraume.ac.jp/
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