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怠惰な男の図書館利用法 
―図書館と私― 

 
                   国際文化学科専任講師   富川 尚 

 
 

 自分が他の人にどの様に映っているかは分からな

いが、私は決して「ガリ勉」タイプの人間ではない。

子供の頃から本を読むのがあまり好きでなかった私

は、マンガばかり読むので親を困らせたことを覚え

ている。特に一人で家にいるとき活字の本は相当の

努力を払わなければ読めなかった。そうなったのは

基本的に性根がグータラ、つまり怠惰な人間であっ

たからだと思っている。 

 しかし、そんな私でも図書館は子供の頃から好き

な場所であったし、今思えば、大学生になってから

は結構利用し尽くしてきたとも言える。大学にいる

時間の多くは大学図書館で過ごしたし、研究者を目

指すようになってからは国立国会図書館や他大学の

図書館、公立図書館など様々な図書館を利用してき

た。しかし残念ながら、成長とともに本が大好きに

なった訳ではない。私はあくまで図書館が好きだっ

たのであり、そこが居心地がよかったり、作業がは

かどるがために利用し続けたのである。そこで今回

は本好きでもない人間がなぜ図書館の愛用者となっ

たのかを書いてみたい。 

 

 話は変わるが、私は生まれも育ちも京都であり、

大学院までの青年期もそこで過ごした。その京都に

は春から秋にかけて多くのカップルが集う名所があ

る。それは三条から四条にかけての鴨川の西岸であ

る。確かにそこは大き目の石が敷き詰められている

ので座りやすく、比較的速い川の流れが涼しい風を

起こしてくれるので憩いの場所となっている。ただ

そこが特別に面白いのは、夕暮れになると何処から

ともなくカップルが集まってきて、きちんと等間隔

で座っていくことだ。三条から四条まで二人だけの

小さな世界が飛び石のように点々と連なり、カップ

ルでない人間が居づらく感じるという非常に迷惑な、

独特の空間が創り上げられるのである。(事実私は

カップルでなかったためにその場からの退散を余儀

なくされた屈辱の記憶が少なからずある。) 

 しかし、現地に一度行ってもらえれば、そこが決

して風光明媚なところではないことがお分かりにな

ると思う(行けない人はインターネットで「鴨川」

「カップル」「等間隔」といった言葉で検索すれば

いくつかの写真を見ることができる)。見方によっ

ては街中の変哲もない川辺の、カップルだけが異常

に多い場所だとも言える。これは近くに人のもっと

少ない静かな場所も、みんなで遊べるアミューズメ
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ント施設もたくさんあるにもかかわらずそうなので

ある。しかしこうした現象はあまり驚くべきことで

はないらしい。私が学生時代に読んだある科学雑誌

には、心理学的な視点から見て、鴨川は日本で最も

デートに適した場所であるとすら指摘されていたの

である。 

 その説の根拠は、少し不思議で複雑なカップルの

心理に置かれていた。簡単に言うと、カップルの心

理には、知り合いなどには見られたくないのであま

り人には会いたくないという当然の欲求があるのと

同時に、不特定の人に見られることで適度な刺激も

受けたいという無意識の願望もあるということであっ

た。だから人の目はあるが、自分たちが何物である

のか特定されることがないという匿名性が確保され

る状態が理想的で、その条件を満たす代表的な場所

が鴨川だということであった。 

 確かに夕暮れ後の鴨川の川辺はカップルをロマン

ティックな気分にさせやすい。料理旅館の提灯や飲

屋街のネオンさらには橋の灯篭などが出すやわらか

な弱い光はお互いの顔をうっすらと映しはするが、

他のカップルの存在は希薄にさせる。さらに川のせ

せらぎは二人の会話が他の人たちに聞かれるのを防

ぐ。こうして二人にとって少し落ち着く小空間が出

来上がるが、そこは部屋の中と違って二人の気持ち

を決して弛緩させ過ぎることはしない。こうして矛

盾する二つの願望が高度な形で両立されるのである。

こうした心理を知ってか知らずか、カップル達は常

に等間隔に並び続けるのである。 

 残念ながら私は鴨川をほとんど利用することがで

きなかったが、図書館をよく利用することになった

のには、それに近い心理的要因があると思っている。

つまり集中して勉強するには、一人きりの環境が良

いが、一人きりだと往々にして怠惰の虫が目をさま

すというジレンマを抱えているのである。私の場合、

知り合いが傍にいると気になって集中できないくせ

に、一人になると睡眠やテレビといった誘惑に打ち

勝つ確率はかなり低い。図書館はその矛盾を絶妙な

バランスで解消してくれたのである。まず、余分な

私語が禁じられるので、静かだし、知り合いがいて

も気に留める必要がなかった。一方寝転ぶこともテ

レビを見たりラジオを聞いたりすることもできない

ので、休息にしても最短時間に抑えることができた

のである。 

 

 そこで具体的に私が図書館をどのように利用する

ようになったかを紹介したい。まず大学に入学して

友人もまだいなかった頃、自分の居場所が見つから

なかった私は図書館で授業の空き時間を過ごす習慣

を身につけた。というのも大学の周りにはゲームセ

ンターはおろか、レストランすらなかったので他に

行くところがなかったのである。だから最初は、新

聞を読んだり、面白そうな本を探してみたり、ビデ

オを見たりといった「時間つぶし」が主な利用目的

であった。そうした消極的な利用方法に変化が起き

るのは、一年生の前期末に締め切りの迫ったレポー

トを作成したことによる。提出を諦めようかとも思っ

ていた締め切り当日、図書館にこもったところ、意

外にもすんなりとレポートが完成したのである。私

の学生時代は、レポートや答案の書き方を教えてく

れる人もいなかったので、初めて書くレポートの負

担はかなり重たかった。だから完成した時の喜びは

大きかったのである。この成功に味をしめた私はほ

とんどのレポート作成や発表の準備、試験勉強を意

図的に図書館でやるようになった。 

 そこではっきりしたのは、この効用は特にやる気

が出なかったり、作業に苦痛を伴うような課題に取

り組む場合に表れたということである。こうした課

題は到底家でははかどらず、大学を無事卒業できた

のも図書館の効用によるところが大きいと思ってい

るほどだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そして大学院に入るとその効果はより鮮明になっ

た。私が入学した頃の同志社の大学院生は恵まれて

おり、五、六人で使う研究室が人数分確保され、そ

こには各自の机や本棚やロッカーがあてがわれてい

た。しかし、私はその研究室で勉強した記憶がほと

んどない。私にとって研究室は仲間と話をする場で

あったり、荷物を置いたりする場であったに過ぎな

い。相変わらず勉強するときは大学院図書室を利用

し続けた。むしろ、授業が登録者二、三人程度のも

のばかりで、毎週原書を読んでの発表が続くという

過酷な生活になったので、朝から晩まで図書館に入

り浸るようになったと表現したほうが良い。その結

果、請われて、そこでアルバイトまですることになっ

てしまったほどである。 

 ただ、そのときの生活は苦しいことばかりではな

かった。苦しかったからこそ仲間達と深く付き合い、

そこからいろいろなことを学ぶことができた。今思

えば、そういった人間関係を培ってくれたのも図書

館だと感謝している。午後九時頃になると図書館で

勉強をする仲間がフラフラになりながらも課題を一

段落させるようになるが、そうした時間になると暇

ができた人間が休憩場所に集まりだし、何処に飲み

に行くかの相談が始まるのが常であった。私はこう

した図書館が生み出すメリハリの利いた人間関係が

好きであった。 

 こんな私だから、大学の中心は図書館であると信

じているし、多くの学生に図書館を有効利用してほ

しいと心から願っている。また、私が持っているよ

うな怠惰な人間のジレンマに苦しんでいる人も少な
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からずいると思う。そうした人に、ジレンマをうま

く克服する各人それぞれの術をできるだけ早く身に

つけてもらいたいというメッセージが届けば誠に幸

いである。 

 

 ただし最後に少し言い訳をしなければならない。

実は私は最近大学図書館をあまり使っていない。こ

れは教員になった私には学生・院生時代にはあった

匿名性が確保できなくなったからである。だから今

の私の作業場はもっぱら喫茶店になってしまった。

確かに、お金がかかる上に、長時間居座る客に対す

る店員の冷ややかな視線や仕打ちに耐えなければな

らなかったりと、嫌な思いをすることはある。しか 

し、怠惰な自分が抱えるジレンマを超越することが

できる最後の砦を失うことは私には到底できない。 

だからそういう時は「集中して作業ができる時間は

何より貴重だ」とイラツク心に言い聞かせて、悪意

を示す失格店員ならびに店長(あくまでも個人的な

判断による)の仕打ちに対しても満面の笑みでもっ

て受け流すようにしている。しかしその無理が心に

新たなジレンマを生み出していることに気づかない

ようにする方法はまだ模索中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経症について 
 

英語英米文学科 ３年 斎藤 綾子 
 
三年生の佐藤先生のゼミは、自分たちで意見を出

し合って、何をするのか決めるところから始まりま

した。ゼミの本題である無意識への理解を深めるこ

とが目標でした。 
 最初に取り上げたのは「恐怖症」です。恐怖症の

定義とは「抑圧によって、病因となる素材から分離

されたリビドーが、ヒステリーのように体へと転換

されず、不安（歪曲＝転置）となってあられた症状」

のことをいいます。言葉の説明だけでは不充分なの

で、ゼミでは映画を使用しました。アルフレッド・

ヒッチコックの『めまい』（高所恐怖症）と『マー

ニー』（赤色恐怖症、稲妻恐怖症、男性恐怖症）を

観ました。この二つの映画の中では、主人公は身近

で人の死を体験した直後に恐怖症になっています。

そして最後のシークエンスで病因の真相が解明する

と、恐怖症は消滅します。主人公に共通しているの

は、本人がなぜ恐怖症なのかわかっていないことと、

解読できた時点で恐怖症が消滅する点です。しかし、

本人自身が恐怖症の原因をわかっていない（無意識

に入り込んでいる）ため、それを解読し、理解する

ことは簡単なことではないと思いました。 
 「恐怖症」の後には「身近な人間の弔い」を勉強

しました。身近な人間がなくなってしまうと、人は

「悲哀」か「メランコリー」に襲われます。身近な

人間の死で低下した精神状態から抜け出せるものが 
悲哀で、抜け出せないものがメランコリーです。何 
 
 

が失われたのかはっきりわからない、その人自身も

何を失ったのか意識的にはっきりつかないでいるの

がメランコリーの精神状態です。失われたものをよ

く理解している悲哀とは、この点で区別されます。 
 この「身近な人間の弔い」に関連して、ゼミでは

映画『ミシェル』を観ました。『ミシェル』の中で

主人公ミシェルは、恋愛や宗教を通じて自分のある

べき姿や心の拠り所を探していました。自分のやる

べきことがわからずに、例えば宗教を変えることで

寂しさを紛らわせたり、あるいは強迫行為（禁止と

儀式）を繰り返していました。その背景には本当の

父親の死が関係していると思います。「本当の」と

つけたのには理由があり、実家には母親の再婚相手

がいるからです。新しい父親との関係は良いとはと

ても言えず、ここにも本当の父親の死が関係してい

ると思います。ミシェルは本当の父親の死を受け入

れられていないので、新しい父親も受け入れられな

いのではないかと考えました。 
 一本の映画でも、様々な角度から分析することに

よって、たくさんの事柄が見えてきます。人間の行

動には実はちゃんとした意味があり、それをコント

ロールしているのが普段まったく気にしない無意識

だというのは、今まで勉強したことがなかったこと

なので、新鮮で、これからもっと深く理解していき

たいと思います。 
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新 着 図 書  
 
今 回 は 、 国 際 関 係 の 図 書 を 特 集 し て み ま し た 。
 
◇ジョセフ・ロスチャイルド『現代東欧史』 
◇ジェロルダ・シェクター『フルシチョフ』 
◇中西寛『国際政治とは何か』 
◇臼井実稲子編『ヨーロッパ国際体系の史的展開』 
◇アルフレート・グロセール『欧米同盟の歴史』 
◇羽場久 子『拡大するヨーロッパ』 
◇ヴォイチェフ・マストニー 

『冷戦とは何だったのか』 
◇加藤俊作『国際連合成立史』 
◇植田隆子『地域的安全保障の史的研究』 
     『現代ヨーロッパ国際政治』 
◇チャールズ・グラント『ＥＵを創った男』 
◇シャルル・ド・ゴール『ド・ゴール大戦回顧録』 
◇アンソニー・イーデン『イーデン回顧録』 
◇イアン・クラーク他編『国際関係思想史』 
◇納家政嗣『国際紛争と予防外交』 
◇姜尚中『日朝関係思想史』 
◇石井修他編『現代アメリカ外交キーワード』 
◇田中明彦監修『新しい戦争時代の安全保障』 
◇デレック・ヒーター『統一ヨーロッパへの道』 
◇鈴木健人『封じ込め構想と米国世界戦略』 
◇水島朝輔『世界の有事法制を診る』 
◇山手治之他編『国際社会の法構造』 
◇篠原初枝『戦争の法から平和の法へ』 
◇小学館編『国連憲章』 
◇中川淳司『国際経済法』 
◇滝川敏明『日米ＥＵの独禁法と競争政策』 
◇川俣侃他編『国際政治経済辞典』 
◇山手治之他『ベーシック条約集』 
◇力久昌幸『ユーロとイギリス』 

『イギリスの選択』 
◇ピーター・スタイン『ローマ法とヨーロッパ』 
◇アンリ・ピレンヌ『ヨーロッパの歴史』 
◇Ｃ．ドーソン『ヨーロッパの形成』 
◇森田安一『物語スイスの歴史』 
◇清水芳見『イスラームを知ろう』 
◇美根慶樹『スイス歴史が生んだ異色の憲法』 
◇木村俊道『顧問官の政治学』 
◇酒井啓子『イラクとアメリカ』・ 

『フセイン・イラク政権の支配構造』 
◇熊谷直『民族紛争を読み解く』 
◇百瀬宏『国際関係学原論』 
◇浦野起央『人間的国際社会論』 
◇木畑洋一『帝国のたそがれ』 
◇中村睦男他編『欧州統合とフランス憲法の変容』 
◇坂井一成編『ヨーロッパ統合の国際関係論』 
◇久保広正『欧州統合論』 
◇イクバール・アフマド『帝国との対決』 

 

 

 

◇森岡健次他編著『イギリス近代史』 

◇森建資『イギリス農業政策史』 

◇ノーム・チョムスキー『テロの帝国アメリカ』 

       『グローバリズムは世界を破壊する』 

◇ケーン・ブース他編『衝突をこえて』 

◇松井和久他編著『アジアが見たイラク戦争』 

◇ジョン・フリードマン『市民・政府・ＮＧＯ』 

 

 

 

事務室から 
 

図書館長 柴沼 晶子 

 
 いつの頃からか「～を読む」という書名が多くなっ

ています。最近の新着図書案内にも『いま、教育基

本法を読む』（堀尾輝久著、岩波書店）『子ども論を

読む』（小谷敏編、世界思想社）『ジェンダーから世

界を読む』（関啓子他編、明石書店）『多文化主義で

読む英米文学』（木下宅他編、ミネルヴァ書房）など

が目につきます。「～を読む」とは「論ずる」という

包括的な論旨の展開よりも、主観的な見方、あるい

はある観点からひとつのことがらを解釈し直すとい

うことでしょうか。これらは著者の立場や論点が明

確で、刺激的であり、新しく目を開かれることや場

合によってはそこにとりあげられたテーマの一般的

な解釈を知ることができます。しかし「～を読む」

という著書は読み手の側にそこに取り上げられたテー

マの基本的な知識があってこそ、「あたらしい読み」

や「ある観点からの読み」がより一層魅力的になる

のかも知れません。 
 
 巻頭エッセイを執筆していただいた富川講師は、 
国際関係がご専門で、先月(６月)共著で『国際組織

と国際関係―地球･地域・ひと』を出版されました。

Keiwa Authors’ Corner に展示しております。学生

にとっては教員が同じ場所で書を紐解いておられる

姿に接することは、教壇からの呼びかけとは違った

無言の教えを得る機会となることでしょう。富川先

生に限らず、先生方には図書館をフルにご利用いた

だきたいというのが館員一同のねがいです。 
 
 ゼミがそろそろ軌道に乗り始めたようです。今 
回は３年生の斎藤さんに「ゼミことはじめ－テー 
マ探し」について紹介していただきました。セメ 
スタ－制ではありますが、１年間どのようにテー 
マが展開され、纏められていくのでしょうか。図 
書館ではシラバスに挙げられている各ゼミの参考 
文献は揃えております。研究の過程で必要になっ 
たものもできるだけ用意したいと考えています。 
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