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特集 

 今回ご講演いただいた羽田圭介氏は，1985年東京生

まれ。2003年，高校在学中に作家としてデビューされ

ました。ここでは本学図書館で所蔵している羽田氏の著

書や講演テーマである「思考を発酵させるための蓄積」

に関連する図書をご紹介します。 

『黒冷水』  

羽田圭介著，河出書房新社，2005 

(913.6||HAD ２階 文庫 ) 
 

2003年，第40回文藝賞を受賞したデビュー作。  

高校生の兄の部屋を黙々とあさる中２の弟・修作。その行動に嫌

悪し報復を仕掛ける兄・正気。次第にエスカレートする兄弟の醜

い争いは「黒冷水」としてあふれ出してゆく……。 

この作品を執筆された当時，羽田氏は主人公の兄と同じ高校生。

書きかけの原稿を家族に見られた時，小説ではなく「課題の論文

を作成している」と答えたそうです。 

『スクラップ・アンド・ビルド』 
羽田圭介著，文藝春秋，2015 

(913.6||HAD ２階 ) 
 

2015年，第153回芥川賞受賞作。  

仕事を辞め無職になった27歳の健斗は，母と祖父の３人暮らし。

次の仕事の面接を受け続け，一方で行政書士の勉強と日々の筋ト

レに勤しむ生活を送っていました。そんな健斗は一日のほとんど

を寝たきり状態で「じいちゃんはもう死んだ方が良か」が口癖の

祖父の願いを叶えるため，ある計画を実行することに。 

淡々とした生活の中にある「苛立ち」に気づかされる作品です。 

『メタモルフォシス』 

羽田圭介著，新潮社，2015 (913.6||HAD ２階 文庫 ) 
 

主人公の証券マン・サトウがハマっていくSMの世界を刺激的に

描き，2014年，第151回芥川賞候補作となりました。一気に書き

上げたタイトル作とは対照的に，完成に２年以上かかったとされ

る「トーキョーの調教」も収録。 

『「ワタクシハ」』 

羽田圭介著，講談社，2013 (913.6||HAD ２階 文庫 ) 
 

高校生でメジャーデビューしたギタリスト・太郎はバンドの解散を経て，大学３年で 

「就活」の波に身を投じることとなる。はたして再び栄光を掴むことはできるのか？ 
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羽田氏が講演であげられた本の中から，抜粋してご紹介。  

「すきま時間にスマートフォンでゲームしたり芸能情報を調べたりすることを，

３秒でいいから思いとどまり，それによってできる頭のスペースを思考の発酵に

使うということ。それは人生を大きく変える。読書は最も手軽に思考の発酵のた

めの蓄積ができる。」 

右の色紙は，羽田氏から学生の皆さんへのメッセージです。 

『少年H』上，下巻 

妹尾河童著，新潮社，2000 

(913.6||SEN||１-２ ２階 文庫 ) 
 

羽田氏が小学生時代，はじめて

お小遣いで買って読んだ作品。 

妹尾河童氏の自伝的小説であ

り，少年の目を通して戦時中の

日常が描かれます。題名は，母

親が編んだセーターのイニシャ

ルから取った愛称。のちにアニ

メ化，映画化されました。  

『罪と罰』上，下巻 

ドストエフスキー著 ;  

工藤精一郎訳，新潮社，1987 

(983||DOS||１-２ ２階 文庫 ) 
 

羽田氏が上巻を読んでから下巻

を読むまでの14年の歳月が，思

考の蓄積と発酵を促してくれた

と話された，言わずと知れた大

作。ドストエフスキーの小説の

中でもエンターテインメント性

が高い作品です。  

 

『武曲 』 

藤沢周著，文藝春秋社，2015 

(913.6||HUZ  ２階 文庫 ) 
 

羽田氏が影響を受けたかもしれ

ない作家，藤沢周氏は『ブエノ

スアイレス午前零時』で第119回

芥川賞受賞。文藝賞や開高健ノ

ンフィクション賞等の選考委員

も務めています。『武曲』は今

夏，綾野 剛さん主演で映画化さ

れました。   

 「思考を発酵させるための蓄積」に欠かせない読書。インターネット頼みではない，あなた自身のオリ

ジナリティを獲得するためにおすすめの読書法・読書術を，図書館所蔵の文庫本の中からご紹介します。   

『読書のチカラ 』 齋藤孝著，大和書房，2015  (019||SAI ２階 文庫) 

おもしろく本を読むには，読書力を上げるには等，自分なりの読書スタイルを身につける

具体的なヒントを得られます。巻末に「おすすめ文庫300タイトル」のリストつき。  

『坊ちゃん 』 

(日本近代文学大系 25  

： 夏目漱石集 第２巻収録）  

夏目漱石著，角川書店，1969  

(918.6||NIH||25  ２階 ) 
 

「熱血教師の青春物語」といわ

れる作品だが，羽田氏によれば

「主人公が頑固さをつき通すが

周りから浮いてしまう，その空

回りを描く，社会に適合できな

い男の物語」とのこと。   

『読書という体験 』  

岩波文庫編集部編，岩波書店，2007 (019.9||IWA ２階 文庫）   
各界著名人34名による「読書という体験」のエッセイ集。34通りの読書体

験を読めば，あなただけの読書法が見つかるかも。  

『本を読むということ : 自分が変わる読書術 』 

永江朗著，河出書房新社， 2015   (019||NAG ２階 文庫) 

「14歳の世渡り術」シリーズとして出版された本が文庫化。元書店員だった著者

の経験を活かした，大人にとっても面白い本の読み方が満載。 



 

 

新聞はおもしろい 

 

新聞の違い 

新聞は全部をくまなく読む？ 



 

 

新聞を読んでみよう ～就職活動の準備編～ 
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▶ 他にも…… 

１階入口の受付に AED（自動体外式除細動器）を設置しています。 

２階北側のトイレ（男・女）が改修されました。※一部温水洗浄便座を装備  

進む 図書館のバリアフリー 
 京都産業大学図書館では，どなたでも使いやすい施設を目指して様々な設備や機器を備えています。これから

設置される新しい設備も含めて一部をご紹介します。 

▶ スロープ 
  設置場所：図書館入口横 

  １階 Lib.コモンズ前 

図書館の北側から入口にかけて続くスロープは

緩やかで，車いすの方や階段の利用が難しい方

も楽に通行いただけます。 

 

▶ エレベーター 
  設置場所：１階 入館ゲート横 

２・３階の閲覧室へと続くエレベーター。 

退館時にこちらのエレベーターをご利用になる

際は，２階メインカウンターで資料の貸出手続

きをお忘れなく。 

 

▶ 点字ブロック 
  設置場所：２階 エレベーター前 

       ※2018年３月設置完了予定 

入館ゲート横エレベーターの２階出入口からメ

インカウンターへと誘導する点字ブロックが設

置される予定です。 

 

▶ 多目的トイレ 
  設置場所：１階 図書館事務室前 

入口は引き戸になっており，中は十分なスペー

スを確保しています。手すりや図書館事務室に

通じる緊急アラームのボタンも設置しています

ので，安心して使っていただけます。 

 

▶ 拡大読書機 
  設置場所：２階 閲覧室 

文字を拡大して資料を読んでいただくことがで

きます。機器の横には簡単な操作説明書を置い

ていますが，操作が分からない時は気軽にメイ

ンカウンターまでお尋ねください。  

 

※ イメージ 



 

Lib.:京都産業大学図書館報 Vol.44, no.2 9 

３ 

５ 

視聴覚資料の利用について 
図書館で所蔵しているCD，DVDなどの視聴覚資料は１階の視聴覚室

で利用できます。視聴覚室は，個人，２～３名，４～７名，約20名のグ

ループまで対応可能です。158名収容のLibコモンズも利用できます。 

資料は視聴覚カウンターにあるリストを参照するか ，KSU-Cat（蔵書

検索システム)で検索し，視聴覚カウンターで手続きを行ってください。 

視聴覚資料は館内利用のみで貸出はできません。また，視聴覚室では

自身で持ち込んだ資料の利用はご遠慮ください。 

次の２限は休講か。 

何か面白いDVDは｡｡｡ 

 １ 

 ３

 ２

３ 

何，見る？ 

いいな！ 

二人でも見れるんか。 

おお！ 

教室みたいやなぁ 

 ４

 ５ 

ここが個人ブースやな 

次は、グループで来よう 

図書館を賢く使っていただきます。 

～その10 視聴覚資料の利用～ 



 



 

                               

 

                        



 

情報の探し方 No.30 「新聞のデータベース」 

② 
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⑤ 
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（アイズウィック，ジョン・アラン 共通教育推進機構教員） 

 日本の学校教育において，コミュニケーションとしての英語の教育はあまり成功していない様です。国

際社会で英語が共通言語となる現在において，日本は他国から遅れをとっています。ETS（Educational 

Testing Service）によると、2016年度のTOEFLのテストにおいて，アジアにおける日本のスコアは，統

計が出ている32か国のうち，下から３番目です。大学生の英語のクラスでの自発的発話は，わずか0.2％

という研究結果もあります。日本人は，本当に英語を学ぶ必要があるのでしょうか？ もしかしたら，な

いかもしれません。しかし，英語に関わらず他言語を学ぶと良いことが沢山あります。言語を通じて，他

の文化への見識が広がりますし，就職で有利かもしれません。また，世界の娯楽に接し，旅行の選択肢が

広がるかもしれません。しかし，私の意見では，第二言語を学ぶ一番の理由は，脳にとってよい，という

ことです。第二言語の学習は，心理的柔軟性，問題処理能力や学習能力の向上に貢献します。年齢による

認知症がバイリンガリズムによって妨げられるという研究もあります。このような利点があるにも関わら

ず，言語習得の利点について気が付いている学生は多くありません。英語に関して言えば，2020年から

小学校高学年で英語授業が必須となりますが，指導者不足が懸念されています。大学生の皆さんは，今こ

そ，このような状況をチャンスに変えてください。英語のコミュニケーション能力を身につけた人材が，

将来必ず必要とされるでしょう。 

な 

話題を解説！ 

 言語習得について （解説：アイズウィック，ジョン・アラン） 

※アイズウィック先生ご推薦！ 

『はじめての第二言語習得論講義：    

英語学習への複眼的アプローチ』 

馬場今日子, 新多了著，大修館書店，2016 

（807||BAB  ２階） 

外国語適性や動機づけなど第二言語習得
論の「重要テーマ」がわかりやすく紹介
さ れ て い ま す。ま た，SCTやDynamic 
Theoryといった最新の理論もあわせて
紹介されています。「具体的エピソー
ド」が厳選されており，講義形式で解説
されているので，これから学習を始める
人にもふさわしい一冊です。 

  『第二言語習得研究から見た 

  効果的な英語学習法・指導法』 

   村野井仁著，大修館書店， 2006 

  （830.7||MUR ２階） 

将来，先生になりたい人や，第二言語を
効果的に学びたい人にとっての指南書で
す。インプット重視，インタラクション
重視，アウトプット重視の第二言語学習
法・指導法が紹介されています。また，
フォーカス・オン・フォームによる文法
の習得や，第二言語学習と個人差など，
実践的な示唆に富んだ一冊です。 

『Teaching and researching  

autonomy in language learning』 
Phil Benson，Longman，2001 

（807||BEN  地下２階） 

自立（自律）学習者であることは，語学
学習者にとって非常に重要な要因となり
ます。ラーナーオートノミーとは，自分
自身の学習を管理する学習者の能力のこ
とです。この本は，自律型学習の歴史と
概要，及びクラスルールにおける理論的
実践的研究のレビューを含め，よりよい
学習者を目指すための行動様式について
説明しています。 

言語習得の成功術についての，概要を述
べる優れた一冊です。二部構成になって
お り，一 部 で は，年 齢・パ ー ソ ナ リ
ティ・文化・動機づけ，といった学習者
の不確定要素に焦点があてられていま
す。二部は，リスニング，リーディン
グ，語彙，文法といった学習要素につい
て述べられています。よりよい言語学習
者を目指すには，ぜひ読んでおきたい一
冊です。 

『Lessons from good language    

learners』edited by Carol  Griffiths，

Cambridge University Press，2008      

（807||GRI   地下２階） 
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