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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

学生の間に 2 トンの本を読もう 
 

～ 政治学博士･猪口孝氏の名言です ～ 

地球公転と暦とのずれにより節分が 2 月 2 日になったのは、1897（明

治 30）年以来 124 年ぶりのことだそうです。節分とは文字通り「季節の

分かれ目」のことで立春の前日のことを言いますが、昔は立春･立夏･立秋･

立冬の前日すべてを節分と呼んでいました。節分の豆まきの基となるのは

「追儺（ついな）」という宮中行事で、古くは中国に始まり、日本には 8 世

紀初め頃に伝わったとされています。追儺とは疫病や災難を悪鬼に見立て

てそれらを追い払う儀式のことで大晦日の夜に行われていましたが、近代

は節分行事として催されています。 

では、節分にちなんで豆に関するお話をしま 

しょう。豆類は炭水化物やたんぱく質、ビタミ

ン、ミネラルなどが豊富で、毎日の健康づくり

に欠かせない存在になっています。『日本の豆ハ

ンドブック』には日本各地で出合える様々な豆

が紹介されていますが、まずその種類の多さに

驚くとともに名前の面白さにも心が躍ります。

「パンダ豆」や「さむらい豆」など、なんだか 

可愛らしくありませんか？ 「借金なし」という

名前の豆もあるそうで、借金が返せるほど多収

であるというのが由来だそうです。眺めている

だけでも楽しい豆図鑑です。 

日本の古典をよむ(13) 

平家物語 
（市古貞次校訂･訳/小学館）

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰

の理をあらはす。奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。猛き者

も遂にはほろびぬ、偏ひとへに風の前の塵におなじ。」－『平家物語』の冒

頭部分です。中高生時代に古文の授業で覚えた方も多いことでしょう。平

清盛を中心とする平家一門の栄華とその没落･滅亡を描いた『平家物語』は

鎌倉時代に成立した軍記物語（合戦を主として時代の展開を描いた叙事的

文学）で、軍記物語中の最高傑作として知られています。作者は信濃前司

行長（しなののぜんじゆきなが）など諸説ありますが、詳細は不明です。 

 琵琶法師によって語り伝えられ、後世の文学

作品にも大きな影響を与えたと言われる『平家

物語』は、「盛者必衰」という平家滅亡の告知に

始まり、「悪行の積み重ねこそが平家滅亡を導い

た」という形で進みます。物語の基調となって

いるのは仏教の因果観や無常観で、次々に起こ

るすべての出来事が平家滅亡への前触れとして

位置づけられています。 

 華々しく迫力のある合戦シーンは『平家物語』

の魅力のひとつであり、また登場人物たちによ

って様々に繰り広げられる人間の生と死は、時

代を超えて私たちの心を熱く震わせます。臨場

感溢れる物語です。ぜひご一読ください。 

日本の豆ハンドブック 
 （長谷川清美･著／文一総合出版）

33..  文文豪豪たたちちののララブブレレタターー  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 当時の文豪たちは、まさか自分が愛する人に向けて書いたラブレターが後

に多くの人々に読まれることになるとは夢にも思わなかったことでしょう。

『文豪たちのラブレター』では芥川龍之介や太宰治、夏目漱石など名だたる

文豪たちが認（したた）めたラブレターが紹介されています。「僕は文ちゃ

んが好きです。それでよければ来て下さい。」と率直にプロポーズする芥川

龍之介、「只今手紙が来たが日付がない。」と説教から始める森鷗外、2,500

通もの手紙の中でたった 1 通だけ「恋しい」と綴った夏目漱石･･･。ラブレ

ターから文豪たちの人柄や私生活が垣間見え、彼らが急に身近に、そして可

愛らしくさえ感じます。恋多き文豪･太宰治が愛人に宛てた手紙で「差出人

の名前を変えましょう」（妻にばれないよう偽名を使いましょう）と提案し

ているのには、奥様の気持ちを考えますと釈然と 

しないものを感じますが、文豪たちが綴った甘く

切ないラブレターには愛おしさを感じます。 

メールや LINE が主流となったいま、恋文とは

いかないまでも、日頃の思いや感謝の気持ちを手

紙で伝えるという機会は少なくなっていることで

しょう。時には相手に思いを馳せながら、何度も

書き直して手紙を書いてみるというのも悪くない

かもしれません。 

本書を通じて文豪たちに興味を持たれましたら、 

ぜひ彼らの文学作品にも触れてみてください。ご本

人と作品とのギャップもきっと楽しめるはずです。 

今回は管理栄養士国家試験の過去問から状況設定問題を出題します。解いてみましょう！ 
 

管理栄養士 次の文を読み「180」,「181」,「182」に答えよ。 

K 総合病院に勤務する管理栄養士である。外来患者の栄養食事指導を行っている。 

患者は 70 歳, 男性。歩行時の呼吸困難感を主訴に来院した。精査の結果、中等度に進行した

COPD（慢性閉塞性肺疾患）と診断された。食欲が低下し、この半年間で 5kg やせた。20 歳

から現在まで、40 本/日の喫煙歴がある。身長 160cm, 標準体重 56.3kg, 体重 44kg。空腹

時血液検査値は, アルブミン 3.7g/dL, 尿素窒素 16mg/dL, クレアチニン 0.5mg/dL。基礎代

謝量 1,050kcal/日, 間接熱量計を用いて測定した安静時エネルギー消費量 1,400kcal/日。 
 

 

180.患者の栄養アセスメントとして、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。 

(1)上腕三頭筋皮下脂肪厚が高値である。 (2)除脂肪体重が増加している。(3)クワシオルコル

型栄養障害である。 (4)マラスムス型栄養障害である。 (5)エネルギー代謝は亢進していない。
 

181. 1 日当たりのエネルギー指示量である。最も適切なのはどれか。1 つ選べ。 

(1)1,000 kcal/日 (2)1,400 kcal/日 (3)2,100kcal/日 (4)3,000kcal/日 
 

182. 食事摂取不良が続き、1 か月後にやせが進行していたため、経腸栄養剤を補充することに

した。最も適切なのはどれか。1 つ選べ。 

 (1)標準タイプの半消化態栄養剤 (2)低脂質の半消化態栄養剤 (3)高脂質の半消化態栄養剤 

(4)低たんぱく質の半消化態栄養剤 
 

 

※ メディックメディア『QB 管理栄養士国家試験問題解説 2021 別冊付録「第 34 回管理栄養

士国家試験問題」p.43                    
 

 

 

 

 

 

※解答は裏面をご覧ください※ 

文豪たちのラブレター 
（別冊宝島編集部･編/宝島社）

11..  今今年年のの節節分分はは 22 月月 22 日日ででししたた  22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑪⑪『『平平家家物物語語』』  



 

遠野物語 
（柳田国男･著／新潮文庫） 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 
 私は子供の頃から日本の古いものや神話伝承、妖怪といったものが好きでした。「若いのに年寄りくさい」と言われながら

も、自然と里の織りなす得体のしれない何かに不思議な魅力を感じていたのです。それが「民俗学」という学問の範囲だと知

るのはもう少し成長してからのことですが、遠野物語はまさにその嚆矢ともいえる作品でした。 

 舞台は現在の岩手県遠野市。今も山に囲まれたのどかで素敵な田舎ですが、執筆された明治の終わり頃はさぞかし光も少な

く自然も深く、人の窺い知れないものの棲む余地も広かったことでしょう。わくわくしながら読もうと思って本を開いてびっ

くり。なんと文体が古文だったのです。これはとんでもないものを手にしてしまったと後悔したのですが、古本とはいえせっ

かく買ったのだからと一応読み始めてみました。すると、文章や表現が巧みなためでしょうか、心配に反して意外にも意味が

すんなりと伝わって来るのです。意味というよりは情景といった方が近いかもしれません。一つ一つの話は大変短く、短いも

のでは数行で終わってしまうような話の集まりですが、不思議と少ない単語の中から直接映像のようなものが頭に浮かびます。

難しい場合は現代語訳もあるのでそちらでもよいですが、原文は想像力をより自然と掻き立てられるのではないかと思います。 

 ご縁とは不思議なもので、沖縄で知り合った友人が僧侶で、遠野と気仙沼のお寺を管理していました。知り合って３週間後に東日本大震災があり、ボラ

ンティアでがれきの片付けと物資を持って行くという予想もしない目的で初訪問する形になりました。その後遠野のお寺にも泊めてもらったのですが、な

んとそこは遠野物語の中のエピソードの舞台にもなっていたところでした。現実の人の繋がりと読んだ本の舞台が接続され、自分が物語の中に入り込んだ

ような不思議な気分になりました。 

 遠野物語は土地に伝わる話を聞き書きしたものです。それらには現代の物語のような起承転結も壮大なスペクタクルもありません。何の事件も起きずに終

わる日常の話もあれば、重要人物だからという忖度もなく淡々と死んでしまったり理不尽な展開もあります。謎も誰も正解を知らないまま言い伝えられてお

り、謎のまま終わってしまったりします。しかし、それらがまたかえって不思議な話なのに体験談としての現実感があったり、新鮮味があったりするのです。 

 お寺に泊まっている時に、裏の森の小川のほとりでとてもかわいらしいおばあさんがちょこんと座って野菜を売っていました。にこにこしている笑顔が

本当に素敵で幸せそうだなと思いましたし、まるで遠野物語の世界から抜け出してきた登場人物の 1 人のようにも思えました。こうした体験も重なり、

私の中では印象深く特別な一冊となっています。少し取っ付きにくいかもしれませんが、外に出かけられなくても本の中で不思議な旅をしてみるのはいか

がでしょうか。 

 

 

 

 

『『遠遠野野物物語語』』／／柳柳田田国国男男  
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管理栄養士180.(4)181.(3) 182. 

(3)*解説は『QB 管理栄養士国家試験問

題解説2021』p.944-945 参照 

高齢者看護学領域  助手 遠藤肇 

 世界的にも有名な建築家･隈研吾氏がデザインを手掛けたことで知られる「角川武蔵野 

ミュージアム」が 2020 年 11 月 6 日に埼玉県所沢市にオープンしました（新国立競技場

をはじめ多くの設計を手掛けている隈氏は、東都大学深谷キャンパス 1 号館の設計にも携

わってくださっています）。角川武蔵野ミュージアムは博物館･美術館･図書館･アニメミュー

ジアムからなる文化複合施設で、隆起したマグマのような外観はひと際目をひき、ところ

ざわサクラタウンのランドマークとして異彩を放っています。今回は同ミュージアム内４階

に広がる「エディットタウン」と「本棚劇場」をご紹介しましょう。 

 まず「エディットタウン」とは本の息づかいや賑わいが感じられる“街”のような図書 

空間で、角川武蔵野ミュージアムの館長を務める松岡正剛氏の推薦図書が約 25,000 冊並

べられています。図書館でしたら日本十進分類法に基づき、0 総記、１哲学…と配架する

ところを、エディットタウンでは独自の 9 つの書域（記憶の森へ･世界歴史文化集･むつか

しい本たち･脳と心とメディア･日本の正体･男と女のあいだ･イメージがいっぱい･仕事も

暮しも･個性で勝負する）にカテゴライズし配架しています。この 9 つの書域は松岡館長 

を筆頭とする総勢 50 人の選りすぐりのメンバーが作り上げたこだわりの分類で、キーワードで探ると次々とつながって連想本が楽しめるなど、来館者と本との

新しい出会いの場となるよう工夫が施されています。残念ながら本の貸出は行っておらず閲覧のみですが、斬新で新しい図書空間に心躍ること間違いありません。

そして、エディットタウンを貫くブックストリートを抜けると現れるのが「本棚劇場」です。高さ約 8 メートルもの巨大な本棚が 360 度を囲み、約 30,000 冊

もの蔵書が並べられた光景はまさに圧巻で、2020 年12 月31 日に放送されたNHK 紅白歌合戦ではアーティストがパフォーマンスをする舞台としても使用され、

話題になりました。本棚劇場では「本と遊び、本と交わる」をコンセプトとしたプロジェクション･マッピングの上映が行われ、本棚に収まっている本たちが浮き出

てきたり、お喋りをしたりと、これま 

でにない形で本と触れ合える演出が施

されています。なお、劇場内の本は地震

などで揺れても落下しないように万全

の対策がとられているそうです。コロナ

禍が落ち着きましたら、ぜひ足を運んで

みませんか。 

水水仙仙（（ススイイセセンン）） 

上品な甘い香りがふわりと

漂う水仙は、阪神淡路大震災

の復興のシンボルとしても知

られています。まだまだ陽気

が定まりませんが、春はすぐ

そこまで来ているようです。

博博物物館館をを知知ろろうう～～角角川川武武蔵蔵野野ミミュューージジアアムム～～ 

◇◇国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう【【解解答答】】◇◇ 

参考文献：(1)角川文化振興財団『武蔵野樹林』vol.5(2020 秋) (2)角川武蔵野ミュージアム HP 写真：(左)角川武蔵野ミュージアム外観 (中央)ブックストリート(右)本棚劇場(写真はすべて©角川武蔵野ミュージアム)画像提供：角川文化振興財団（画

像の転載ならびにコピー禁止）《角川武蔵野ミュージアム利用案内》住所：〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 3-31-3 アクセス：JR 武蔵野線「東所沢」駅から徒歩約 10 分、 関越自動車道「所沢」IC から約 8 分 営業時間：日～木曜

/10:00～18:00（最終入館 17:30）金・土曜/10:00～20:00（最終入館 19:30）※緊急事態宣言に伴い 2021 年 1 月 8 日（金）より一部営業時間を変更しております 利用料金（KCM スタンダードチケット）：一般（大学生以上）1,200 円

/中高生 1,000 円/ 小学生 800 円※未就学児は無料 角川武蔵野ミュージアム HP：https://kadcul.com/ ※営業時間等の最新情報ならびにチケット購入詳細については角川武蔵野ミュージアム HP をご覧ください 

第 121 号 2021 年 2 月 18 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス）  

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆ 

 蔵書点検ならびに新刊配架作業等に

伴い、3/15（月）～31（水）は臨時

休館させていただきます。なお、同期間

は郵送による貸出･返却サービスならび

にDVD 視聴予約も停止させていただ

きます。ご利用者の皆様にはご迷惑をお

かけしますが、何卒ご了承くださいます

よう、よろしくお願い申し上げます。 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

読書の時間を大切にせよ 

1 冊の本との出会いがあなたの生き方を変えてくれることだってあるのだから 
 

～ by ジョセフ･マーフィー ～ 

１１..  日日本本酒酒をを嗜嗜んんででみみまませせんんかか？？  

皆さん、お正月はたくさんの美味しいものを召し上がったことでしょう。

きっと日本酒をお飲みになった方もいらっしゃることと思います。日本酒の

原料は米、水、米麹ととてもシンプルですが、その種類は多岐に渡り、どの

銘柄を選んで良いか戸惑う方も多いのではないでしょうか。そんな時は「日

本酒の特定名称」をご存知ですと、銘柄選びが楽しくなるかもしれません。 

「日本酒の特定名称」とは、アルコール添加の有無や米の精米歩合など原 

料や製造方法によって分類し名付けるもので、純米大吟醸酒･大吟醸酒･純米

吟醸酒･吟醸酒･特別純米酒･特別本醸造酒･純米酒･本醸造酒の 8 種類があり

ます（詳しくは『日本酒完全ガイド』p.34～35 

をご覧ください）。特定名称や銘柄によって日本 

酒の味わいは異なりますが、それぞれの違いを知

るには飲み比べるのが一番だそうです。例えば、

原材料に使用されている米の品種や水の種類、米

の精米歩合などに注目して比較すると、味や香り

の違いがわかるかもしれません。 

 近年、海外では日本酒の評価が高まりつつあり、 

日本酒を勉強したいという方が増えているそうで 

す。皆さんもぜひ日本酒の魅力に触れ、嗜んでみ

てはいかがでしょうか（お酒は 20 歳になってか

らです。皆さんお守りくださいね）。 

日本の古典をよむ(12) 

今昔物語集 
（馬淵和夫ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑩⑩『『今今昔昔物物語語集集』』  

『今昔物語集』（全 31 巻）は平安時代末期の 12 世紀前半に成立したと

いわれるわが国最大の説話集（せつわしゅう）です。作者や編纂の目的は

明らかになっていません。１～5 巻には天竺（てんじく：インドの古称）、

６～10 巻には震旦（しんだん：中国の古称）、11～31 巻には本朝（ほん

ちょう：日本の意）の説話が収められていて、その数は実に 1000 余りに

も及びます。内容は主に仏教説話や世俗説話が中心で、各説話が「今は昔」

で始まることから『今昔物語集』と呼ばれるようになりました。 

 『今昔物語集』には、飛行中に女性のふくら

はぎに見とれて神通力を失い墜落した仙人の話

や、病気の僧が体力回復のために魚を食用とし

て購入するもその魚が法華経に変じてしまった

話、そして惚れた女性への恋を諦めるために排

泄物を盗む話など、不可思議で思わず笑ってし

まう説話が多く収録されています（今回紹介す

る小学館刊行の『今昔物語集』は本朝部から 30

数話ほどを抜粋し編集したものですが、読み応

え充分です）。古代社会の各層の生活が生き生き

と描かれている『今昔物語集』。皆さんも摩訶不

思議な世界へ足を踏み入れてみませんか？ 

 

日本酒完全ガイド 
（君嶋哲至･監修／池田書店）

33..  ココロロナナのの時時代代のの僕僕らら  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 コロナ禍における生活も早いもので 1 年が経とうとしています。

新型コロナウイルスの感染が再び拡大する中、いったいコロナ終息

はいつ迎えられるのか不安を抱えている方も多いことと思います。

今回紹介します『コロナの時代の僕ら』は、小説『素数たちの孤独』

（早川書房）の著者で知られるイタリア人作家パオロ･ジョルダーノ

氏が、同国で新型コロナウイルスの感染が急激に拡大した 2020 年

2 月末から 3 月にかけて書き下ろしたエッセイ集です。「コロナの

感染が拡大する中、混乱している人々を鎮めたい」という思いから

本書を出版したジョルダーノ氏は、素粒子物理学の研究者として、

自粛生活を送る一人の人間として、「対コロナ」に関する誠実な文章

を綴っています。イタリア在住の翻訳家･飯 

田亮介氏は、ロックダウンの日々を送る中

で本書を翻訳されたそうですが、ジョルダ

ーノ氏の文章にとても気持ちが和らぎ落ち

着いたとおっしゃっています。 

著者のあとがきにはこんな問いが投げか

けられています—「すべてが終わった時、

本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を

再現したいのだろうか。」－皆さんはこの問

いをどうお考えになりますか？ コロナ後

の生活を考える上でも、ぜひ多くの皆さん

に読んでいただきたい 1 冊です。 

今回は看護師国家試験の過去問から状況設定問題を出題します。頑張って解いてみましょう！
 

看護師 次の文を読み 91～93 の問いに答えよ。A さん（35 歳、女性）は、昨年結婚し、夫

（50 歳）と２人暮らし。最近２か月で 5kg の体重減少、首の違和感と息苦しさ、心悸亢進、不

眠のため内科を受診した。触診で甲状腺の腫脹、超音波検査で甲状腺内に数か所の石灰化が認め

られたため、甲状腺腫瘍の疑いで大学病院に紹介された。嗜好品：飲酒はビール 700mL/日を

週 5 回、趣味：ジョギングとヨガ 
 

91. A さんの甲状腺腫瘍の確定診断に必要な検査はどれか。 

(1)血中サイログロブリン値検査 (2)頸部エックス線撮影 (3)穿刺吸引細胞診 (4)頸部 CT 
 

92. 検査の結果、A さんは甲状腺乳頭癌であり、甲状腺全摘出術を受けることになった。A さ

んは、手術前のオリエンテーションの際「手術後にどんな症状が起こりやすいのか教えてくださ

い」と話した。この時の A さんへの看護師の説明で適切なのはどれか。 

(1)「手がつる感じがあります」 (2)「目が閉じにくくなります」 (3)「声が出なくなります」 

(4)「唾液が多くなります」 
 

93. A さんは、手術後に甲状腺ホルモン製剤、カルシウム製剤、ビタミン D 製剤の内服が開始

され、手術後 1 週で退院することになった。A さんは「退院後の生活で気を付けることを教え

てください。私は 35 歳ですし、夫と年が離れているため、できるだけ早く子どもが欲しいと思

っています」と話している。看護師が行う A さんへの 1 か月後の受診までの生活指導で適切な

のはどれか。 

 (1)「運動は控えましょう」 (2)「1 年間は妊娠を控えましょう」 (3)「海藻類の摂取に制限

はありません」 (4)「飲酒量は入院前と同じでよいです」 
 

※ メディックメディア『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付録「第 109 回看護師国家試験

問題＆解説」』p.58                   ※解答は裏面をご覧ください※

コロナの時代の僕ら 
（パオロ･ジョルダーノ･著/ 飯田亮介･訳/早川書房）

＊【謹賀新年】本年もどうぞよろしくお願い申し上げます＊ 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 
 本屋で何げなく本を手に取り買うことが好きだった私ですが、最近では本屋に行くことや読むことがめっきり少なくなりま

した。それでも新聞に載っている読書欄のコーナーで紹介されている本の中から読んでみたいと思うものを購入し腰を据えて

読むようにしています。最近（少し前ですが）その中で目に留まったものが、中央公論新社、町田そのこ著作の『52 ヘルツ

のクジラたち』です。昨年から新型コロナウイルスの影響もあり自殺者、虐待においてはかなりの増加傾向です。このデータ

は氷山の一角に過ぎず、厚生労働省では、「自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる」と

言っています。大変なこの状況の中苦しいとき誰かに救ってほしい、この声を聞いてほしいと思っているのではないかと思っ

ていた時に見つけた本です。 

 この本の主人公貴瑚（きこ）は、親たちからの虐待によって傷つけられながら育ちました。そんな彼女を親友が救い出して

くれた。自分の人生を歩み始めたころ一人の男性と出会いお付き合いしますが、愛情ではなく物として支配されていくように

なり親友までも傷つけ命をも奪ってしまった。誰とも関わらず一人でいれば誰も傷つかず穏やかに過ごせると考え、田舎町の一軒家に移り住んだ。そこで

親からの虐待を受けている一人の少年と出会い、少年の未来のために貴瑚が自分の過去を思い出しながら奮闘する様子が描かれています。 

 題名となった 52 ヘルツのクジラは、正体不明の種のクジラで存在すらわからず、52 ヘルツの周波数で鳴く。このクジラともっとも似た回遊パターン

をもつシロナガスクジラ（10-39 ヘルツ）やナガスクジラ（20 ヘルツ）と比べて、52 ヘルツははるかに高い周波数です。クジラたちは、お互いの鳴

き声だけで、その存在や距離を知ることができるというが、どのクジラにも届かない周波数の鳴き声をもつのが 52 ヘルツのクジラなのです。「誰にも聞

こえない声」であるかもしれないが、その声が微かにでも聞こえる人間になりたい。そして聞いてもらえるように諦めないでほしいと願う。そんな声は、

普段の生活の中だけではなく新たな出会いの中に潜んでいることかもしれません。 

 52 ヘルツのクジラの鳴き声を聞いたことがあるでしょうか？今は、YouTube 等で聞くことができるため一度聞いてみてください（睡眠誘導にも良い

とされています）。関連音楽として K-POP な気分の時は、BTS 防弾少年団の「Whalien52」がこの題名にちなんだ曲です。新しい本、音楽、何でもい

いので、気分を変えてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

『『5522 ヘヘルルツツののククジジララたたちち』』  

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2021 年 1 月 20 日発行 （第 120 号） 

看護師 91.(3) 92.(1) 93.(3)  *

解説は『QB 看護師国家試験問題解説

2021 付録「第109 回看護師国家試験

問題＆解説」』p.169-170 参照 

在宅看護学領域  助教 常名陽子

 「トーハク」の愛称で親しまれている東京国立博物館は、1872（明治5）年に開館 

した日本で最も歴史のある博物館です。同年3 月10 日に文部省博物局が湯島聖堂大成

殿において最初の博覧会を開催し、これが博物館の開館･創立となりました（当時は動物

園や植物園を含む総合博物館が構想されていたそうです）。東京国立博物館には日本美術

が概観できる本館のほか、中国、東南アジア、インドやエジプト等の美術や工芸を展示す

る東洋館、考古展示室（旧石器時代から江戸時代までの考古遺物を展示）を有する平成館、

法隆寺宝物館、表慶館、黒田記念館（黒田清輝作品を無料公開）等がありますが、各館の

展示物が見応え充分なのはもちろんのこと、実は博物館の建物そのものにも見所満載の魅

力が溢れています。まず、正門を潜ると正面中央にひときわ大きく堂々と建っているのが

本館です。設計は横浜のホテル･ニューグランドや第一生命相互館、銀座和光を手掛けた

渡辺仁氏によるもので、2001（平成13）年に国の重要文化財に指定されました。そし

て、玄関を入るとすぐに目に止まるのが大理石の大階段です。その重厚感溢れる光景はま

さに圧巻で、ドラマやCM の撮影にも多く使用されているため、お目にしたことがある方

も多いことと思います（堺雅人さん主演のTBS ドラマの撮影も行われました）。 

現在の本館ができる以前は、「旧本館」と呼ばれるサラセン風のデザインを取り入れた 

赤煉瓦造りの建物がありました。しかし、1923（大正12）年の関東大震災で「旧本館」を含む複数の陳列館が大きな被害を受けたため、現在の本館が開館す

るまでの間は表慶館のみで展示を行っていたそうです。博物館の復旧計画は震災直後からあったものの、大正天皇の逝去もあり、なかなか実現することが叶いま

せんでしたが、1928（昭和3）年の昭和天皇の即位を機に博物館の復旧が現実的となり、1938（昭和13）年には現本館が開館、以降現在に至るまで東京国

立博物館は私たちに様々な文化を届けてくれています。 

本館以外にも、表慶館で出迎えてくれる阿吽（あうん）

のライオン像や旧因州池田家の江戸屋敷から移築した黒門

（重要文化財）等、博物館の敷地内には紹介したいお薦め

スポットがたくさんあります。コロナ禍が落ち着きました

ら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。なお、東京

国立博物館では現在、おうちで楽しむ博物館※1を実施して

います。オンラインで存分にトーハクを楽しめますよ。 

蝋蝋梅梅（（ロロウウババイイ）） 

冬の寒い時期に淡い黄色

い花を咲かせるロウバイ。蝋

細工のような花弁とかぐわ

しい香りは、春の訪れを感じ

させてくれます。 

博博物物館館をを知知ろろうう～～  東東京京国国立立博博物物館館（（トトーーハハクク））～～ 

◇◇国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう【【解解答答】】◇◇ 

※1 おうちで楽しむ博物館「みどりのライオン オンライン」https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2055 参考文献(1)新潮社『こんなに面白い東京国立博物館』(2)東京国立博物館 HP(3)上野文化の杜 HP 写真（左）本館

外観 写真（右）本館エントランス 画像提供 東京国立博物館（画像の転載ならびにコピー禁止）東京国立博物館･基本情報（詳細は東京国立博物館 HP をご覧ください）住所：東京都台東区上野公園 13-9  TEL：050-5541-8600（ハローダイヤ

ル）開館時間：9:30～17:00  ※入館は閉館の 30 分前まで※特別展の開館時間は、別途ご確認ください。※黒田記念館は 9:30～17:00 料金･チケット：一般 1,000 円、大学生 500 円 ※特別展の場合は別料金となります。※障がい者とその介護者

各 1 名は無料です。入館の際に障がい者手帳等をご提示ください。※高校生以下および満 18 歳未満，満 70 歳以上の方は，総合文化展について無料です。入館の際に年齢のわかるもの（生徒手帳，健康保険証，運転免許証など）をご提示ください※現在、

入館にはオンラインによる事前予約(日時指定券)が必要となります。休館日：月曜日（ただし月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館） 

52 ヘルツのクジラたち 

（町田そのこ･著／中央公論新社） 

第 120 号 2021 年 1 月 20 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス）  

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆ 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止

における政府の緊急事態宣言発令に伴

い、大学の入構制限措置がとられました

（1/9（土）～2/7（日））。同期間につ

いて深谷キャンパス図書館では、時間短

縮開館や郵送による貸出･返却サービス

を継続致します（１/20（水）時点。変

更する場合あり）。ご来館の際は、必ず

健康チェックシートをご持参ください。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 12 月 28 日発行 （第 119 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

読書は学問の術なり、学問は事をなすの術なり 
～福澤諭吉『学問のすすめ』より～ 

１１..  ああななたたのの夢夢はは何何でですすかか？？  

「あなたの夢は何ですか?」－この質問に対して皆さんはどのようにお答え

になりますか? フィリピンのある少女は明るい笑顔でこう答えました—「私

の夢は大人になるまで生きることです。」 

いま世界には約 75 億の人々が暮らしていますが、その約 80%はアジアや

アフリカなど貧しい国々で生活されています。そして、その多くの人が食糧

を買えず、きれいな水を飲むこともできず、2 秒に 1 人が亡くなっていると

いうのが現状です。かつてフィリピンにはスモーキーマウンテンと呼ばれる

大きなゴミ捨て場がありました。生活のために毎日そこへ通い、手足を傷だ

らけにしながら瓶やスクラップを収集し、リ 

サイクル業者へ売る子ども達の姿は当時多く

見られたそうです。また、モンゴルには「マ

ンホールチルドレン」と呼ばれるホームレス

の子ども達がおり、マイナス 30 度の厳しい

冬を生き抜くため、少しでも暖の取れるマン

ホールの中で生活するという選択肢しかない

中、毎日を懸命に生きています。過酷な環境

下でも必死に真剣に生きる子ども達の姿は読

み手の胸を打つとともに、読み手自身の生き

る姿勢をも振り返させられます。 

世界には今日 1 日を生きることさえ困難な

人々が多くいらっしゃいます。その事実を知

ることこそがボランティアへの第一歩です。 

日本の古典をよむ(11) 

大鏡 栄花物語 
（橘健二ほか校訂･訳/小学館） 

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑨⑨『『大大鏡鏡』』『『栄栄花花物物語語』』  

「この世をば我が世とぞ思ふ望月のかけたることもなしと思へば」（この 

世はすべて我が世だと思うよ｡満月が何一つ欠ける部分がないように､この世

は我が意に満ち足りているから｡）－この歌は今から千年程前に、藤原道長の

娘･威子（いし）が天皇の后となった祝いの席で道長本人が詠んだ和歌です。

彰子（しょうし）、妍子（けんし）に続き、威子が中宮となり一家立三后（い

っかりつさんこう･娘 3 人が后に立つ）の偉業を成し遂げた道長の心情がこの

和歌から伝わってくるようです。 

平安時代に権勢を振るった藤原氏の中でもよく知られる藤原道長ですが、

彼の栄華を記した歴史物語に『栄花物語』や 

『大鏡』があります。両書とも書かれた年代

や作者は不明ですが、道長没後間もなくして

書かれたのが『栄花物語』（女性作者）、その

後に書かれたのが『大鏡』（男性作者）と伝え

られています。また記述形式においては、前

者では編年体（へんねんたい･年次に沿って物

語が進む）が、後者では紀伝体（きでんたい･

人間を語ることによって歴史を語る）が用い

られています。それぞれ作品世界は異なりま

すが、いずれも道長を中心とした藤原氏一門

の栄華を描いた物語であることは間違いあり

ません。それぞれに描かれている道長像を読

み比べてみるのも面白いかもしれませんね。 

あなたの夢はなんですか？ 
私の夢は大人になるまで生きることです。

（池間哲郎･著／致知出版社） 

33..  年年越越ししそそばばはは夜夜 1122 時時ままででにに  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 12 月も半ばを過ぎ、何かと忙しい時期になりました。年越しに向けて

様々な準備を整えていらっしゃる方も多いことと思います。さて、年越し

と言いますと大晦日に年越しそばを食べる習慣がありますが、皆さんはそ

の由来をご存知でしょうか。細く長いそばを食べることで長寿を願う説、

小麦から作る麺に比べてそばは切れやすいことから厄や災難を切り捨てる

説、その他にも運気上昇や健康祈願など多くの説がありますが、もう１つ

「金を集める縁起物」という説があります。その昔、金銀細工師は作業中

に散らばった金粉や銀粉を集めるために、蕎麦団子に張り付けて集めてい

たそうです。そしてその蕎麦団子を焼いたとこ 

ろ、たくさんの金銀が出てきたことから「そば

は金を集める縁起物」とされ、新しい年に金が

集まるようにと大晦日にそばを食べる習慣が始

まったと言われています。 

 なお、年越しそばを食べるタイミングにつ

いて「年を越す瞬間に食べる」というイメー

ジをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませ

んが、12 月 31 日のうちに召し上がれば特に

時間帯は決まっていないそうです。但し、年

を越してから食べるのは縁起が良くないとさ

れているため、年を越す前までに食べ終える

のが良いとされています。 

国家試験問題には慣れてきましたでしょうか。本号では前号同様、正答率の低

かった問題を出題致します。1 つの問題からたくさんのことを学びましょう。 
 

看護師 Q.急性膵炎で正しいのはどれか。2 つ選べ。 

(1) 成因はアルコール性より胆石性が多い。 

(2) 重症度判定には造影 CT が重要である。 

(3) 血中アミラーゼ値が低下する。 

(4) 鎮痛薬の投与は禁忌である。 

(5) 初発症状は上腹部痛である。 
 

※ メディックメディア『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付録「第 109 回看護

師国家試験問題＆解説」』p.22 問 84 
 

 

管理栄養士 Q.食品に含まれる物質に関する記述である。誤っているのはどれか。

1 つ選べ。 

(1)アフラトキシン M 群は、牛乳から検出されるカビ毒である。 

(2) フモニシンは、トウモロコシから検出されるカビ毒である。 

(3) アクリルアミドは、アミノカルボニル反応によって生じる。 

(4) ヘテロサイクリックアミンは、アミロペクチンの加熱によって生じる。 

(5) 牛肉は、トランス脂肪酸を含有する。 
 

※ メディックメディア『QB 管理栄養士国家試験問題解説 2021 別冊付録 

「第 34 回管理栄養士国家試験問題」 p.13 問 57 
 

和の暮らし術 2 

礼儀作法としきたり
（坂東眞理子･監修/ＪＴＢパブリッシング）

※現在は版元絶版 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 
 

“大学の役者コースに通う主人公が声をかけられ自主製作映画に参加することになる。その映画は天才と称される監督の

作品だった。半信半疑でその天才が描いたコンテを読み始めた直後意識が飛び、 

気が付くと 2 日以上もの間読み続けていた。それほど力あるものがそこには詰め込まれていた……。” 
 

 この本は青春小説であり、ミステリー小説でもあり、SF 小説でもあるような、読み進めていくうちに変転していく物語

です。作品名にもなっている「アムリタ」とは別名「甘露」と呼ばれ、インド神話に出てくる不死を与える飲料の事です。

その飲料は人や神をも狂わすほど甘い麻薬のような飲み物ですが、そんなアムリタのような多くの人々を魅了する映画を

製作する物語だと思い、どんな映画を作っていくのかワクワクしながら読み進めたを覚えています。映画製作の話ですが、

特別な知識は必要なく、ページ数もあまり多くないため、日頃読書をしない人でも（もちろんたのしむ人にも）気軽に読

んでいただける小説だと思います。 

 著者はテレビアニメ「正解するカド」や劇場版アニメ「HELLOWORLD」の脚本を手掛けた野崎まどです。現在は小説家というより、脚本家として

の活躍が多くなっています。野崎まどの作品は、突如として物語をひっくり返すような展開があり、2、3 度読んでもたのしめるが特徴です。小説なら

ではの言葉遊びも散りばめられており、作家の入間人間(いるまひとま・代表作『嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん』(メディアワークス))や西尾維新(に

しおいしん・代表作『クビキリサイクル青色サヴァンと戯言遣い』(講談社))らの作品や文調が好きな人であればぜひ読んでほしい作品です。 

初版は 2009 年ですが、メディアワークス文庫創刊 10 周年と野崎まどデビュー10 周年を合わせた特別企画で 2019 年に新装版が発売されました。

今回紹介した『[映]アムリタ』を含め野崎まど作品の 6 作が新装版になり、手に取りやすくなっています。少しでも気になったらぜひ読んでみてください。 

 

 

 

 

 

人人生生をを変変ええててししままううよよううなな映映画画をを見見たたいいととはは思思いいまませせんんかか？？  
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看護師 (2)(5)*解説は『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付

録「第 109 回看護師国家試験問題＆解説」』p.109 参照 

管理栄養士 (4) *解説は『QB 管理栄養士国家試験問題解説

2021』p.885 参照 

管理栄養学部 助手 三井健司 

 淡い色彩と優しくにじむようなタッチで子どもの絵を描き続けた絵本作家、いわさき 

ちひろさん（1918-1974）。皆さんも一度はその作品を目にしたことがあるのではないで

しょうか。温もりあるいわさきちひろさんの世界をゆっくり堪能されたい方へ「ちひろ美

術館･東京」（東京都練馬区）と「安曇野ちひろ美術館」（長野県安曇野市）をご案内したい

と思います。 

まず、「ちひろ美術館･東京」（旧･いわさきちひろ絵本美術館）から紹介致しましょう。 

ちひろさんが最後の22 年間を過ごし、数々の作品を生み出した自宅兼アトリエ跡につく

られた「ちひろ美術館･東京」（旧･いわさきちひろ絵本美術館）は世界初の絵本美術館とし

て1977 年9 月に開館しました。ちひろさんが絵本作家として歩み始めた原点には第2

次世界大戦の体験が大きく影響しており、美しく可愛らしいものが大好きだったちひろさ

んにとって、自身の夢や希望を奪った戦争はつらく悲しい体験で、「戦後は自分が大切にし

たいと思うものを描き続けたい」という思いから絵画の道へ進まれたそうです。美術館が

掲げている「子どもの幸せと平和」「絵本文化の発展」という2 つの理念はちひろさんの

願いでもあり、現在もその思いが美術館に息づいています。そして、「ちひろ美術館･東京」 

の開館20 周年を記念して設立されたのが「安曇野ちひろ美術館」です。ちひろさんに縁のある長野県安曇野市に設立されたこちらの美術館は、訪れる人々の

視点でつくられた「楽しく居心地の良い美術館」を実現しています。来館者が1 日中のんびりと過ごせるように館内の椅子にこだわったり、入館証（丸1 日出

入自由）というシステムを取り入れたり、さらには、美術館周囲に池や大花壇を備えた広大な安曇野ちひろ公園をつくり、四季折々の風景を楽しみながら非日

常を楽しめる空間を演出しています。 

眺めているだけでふんわりと優しい気持ちに 

なる、いわさきちひろさんの作品の数々。ちひろ

美術館では現在、“おうちで楽しむちひろ美術館 
※1”をオープンし、皆さんのご自宅からいわさき

ちひろさんの作品を楽しめる環境を整えていま

す。時節柄、慌ただしい毎日をお過ごしのことと

思います。ちひろさんの作品をご覧になり、少し

だけ非日常を感じてみてはいかがでしょうか。 

 

山山茶茶花花（（ササザザンンカカ）） 

童謡「たきび」にも登場する冬の花です。

ツバキと似ていますが、花の散り方で見分

けられます（ツバキは花ごと、サザンカは

花びらがひらひらと落ちます）。秋が深ま

る10 月頃から咲き始め、街に彩りを与え

てくれます。参考文献：金田初代『一日

一花を愉しむ花の歳時記 366』西東社 

美美術術館館をを知知ろろうう～～ちちひひろろ美美術術館館

◇◇国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう【【解解答答】】◇◇ 

※1 おうちで楽しむちひろ美術館 HP https://chihiro.jp/enjoyathome/jp/ 参考文献 (1)松本 猛『安曇野ちひろ美術館をつくったわけ』新日本出版社 (2)ちひろ美術館『別冊太陽いわさきちひろ - 子どもの心を見つめた画家』

平凡社 (3)ちひろ美術館 HP 写真左  ちひろ美術館・東京 外観 中川 敦玲  写真右  安曇野ちひろ美術館 外観 画像提供 ちひろ美術館・東京（画像の転載ならびにコピー禁止） 

第 119 号 2020 年 12 月 28 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

［映］アムリタ 

野崎まど･著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ／メディアワークス文庫 

これまでご要望の多かった教科書の貸出について、図書館運営委員会において教科書の禁帯出扱いを見直し、 

この度（一部を除き）解除する方向で決定致しました。教科書の禁帯出解除作業はすでに完了しており、貸出可

能書棚に配架しております。ぜひご利用いただけますと幸いです。尚、例年特に閲覧頻度が高い医学書院「系統看護学講座」シリーズについては、当面

禁帯出扱いを継続することと致します。ご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 11 月 30 日発行 （第 118 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

今日の読書こそ、真の学問である 
～ 吉田松陰の名言から ～ 

１１..  日日本本茶茶はは我我がが国国がが誇誇るる健健康康茶茶  

淹れたてのお茶をひと口すすると、体中にその熱さとうまみが伝

わり、思わず「あ～」と口にしてしまいそうな感覚を覚えます。（現

存する史書によると）お茶はおよそ 5400 年前には中国に存在した

そうで、その後どのようにして日本に伝えられたのかは諸説あり、

奈良時代に遣唐使によって伝えられた説や鎌倉時代に栄西（ようさ

い）禅師が留学先からお茶の種を持ち帰った説など様々です。 

さて日本茶は昔、薬として飲まれていたほど多くの健康効果を有

するのをご存じでしょうか。特に緑茶は「栄養の宝庫」と言われ、

いま世界中から注目されています。例え 

ば緑茶の主成分であるカテキンには、悪

玉コレステロールや体脂肪を減らす働き

や様々な病の誘因となる体内の活性酸素

を抑制する作用があり、生活習慣病やが

んを防ぐと言われています。また、テア

ニンという成分にはストレス軽減やリラ

ックス効果が、カフェインには眠気覚ま

しや疲労回復作用があるほか、健康維持

に欠かせないビタミンやミネラルも豊富

に含まれているそうです。なお、緑茶に

はこれからの季節に嬉しい抗菌作用や抗

ウイルス作用の働きもあるそうです。風 

邪や感染症対策にぜひいかがでしょうか。 

日本の古典をよむ(9) 

源氏物語(上) 
（阿部秋生ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑧⑧源源氏氏物物語語  

 『源氏物語』の作者が紫式部（むらさきしきぶ）であることは皆

さんもご存じのことでしょう。光源氏と姫君たちとが織りなす雅な

恋愛ストーリーは、執筆された平安時代から千年以上経った今でも

世界中で読み継がれています。一節によると『源氏物語』の誕生は

意外なところから始まったそうです。紫式部は結婚して数年で夫と

死別しますが、この時心を紛らわすために友人が貸してくれた物語

に夢中になり、「私も小説を書いてみよう」と書き始めたのが『源氏

物語』だと言われています。始めは友人同士で見せ合う程度のもの

でしたが、瞬く間に小説の面白さが評 

判となり、その噂が時の権力者･藤原道

長の耳にも入り、道長の娘･中宮彰子（ち

ゅうぐうしょうし）に仕えるようスカウ

トされることとなったそうです。なお、 

前号で紹介した『枕草子』の作者･清少

納言と紫式部とはライバル関係のイメ

ージがありますが、２人が宮中に仕えて

いた時期は異なるため、実際にはお互い

顔を合わせることすらなかったのでは

と伝えられています。 

 全 54 帖からなる世界最古の長編小説

『源氏物語』。コロナ禍による自粛生活の

いま、皆さんにお薦めしたい 1 冊です。 

お茶の科学 
「色・香り・味」を生み出す茶葉のひみつ

（大森正司･著／講談社）

33..  言言葉葉のの写写真真集集『『目目ででみみるるここととばば』』  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 皆さんは「図星」という言葉の由来をご存じでしょうか。「図星」

とは、もともと弓道などで使われる的の中心にある黒い丸の呼称で

すが、弓で矢を射る時にこの黒い丸を狙うことから「他人の指摘が

その通りである」という意味に発展したのだそうです。 

今回紹介する『目でみることば』（東京書籍）は、私たちが普段使

っている言葉の由来を視覚的に収めた､まさに「言葉の写真集」です。

優しくわかりやすい説明とともに 40 の言葉が掲載されていて、勉

強になるのはもちろん、少し頭を休めたいときに眺めるだけでも十

分楽しめます。表紙の写真は「引っ張りだこ」の由来を表していま

すが、「人気があって多くの人から誘いや働きかけを受けること」を

意味するほかに「刑罰である磔（はりつけ）」の意味も持つそうです。

では最後に「勝負服（＝ここ 

ぞという大一番で着る服）」に

ついてお話しましょう。勝負

服とは競馬の騎手が着る服の

ことですが、もともとは競馬

発祥の地であるイギリスで生

まれたもので、馬主が遠くか

らでも自分の馬が見分けられ

るように考案されたことが始

まりとされています。 
目でみることば 

（おかべたかし･文,山出高士･写真/東京書籍） 

前号の問題はいかがでしたでしょうか。本号では看護師、管理栄養士の過去問か

ら少し正答率の低い問題を出題させていただきます。さあ、解いてみましょう！
 

看護師 Q.大泉門の説明で正しいのはどれか。 

(1) 2 歳まで増大する。 

(2) 陥没している場合は髄膜炎を疑う。 

(3) 閉鎖が早すぎる場合は小頭症を疑う。 

(4) 頭頂骨と後頭骨に囲まれた部分である。 
 

※ メディックメディア『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付録「第 109 回看護

師国家試験問題＆解説」』p.17 問 57 
 

 

管理栄養士 Q.糖尿病治療に関する記述である。誤っているのはどれか。 

1 つ選べ。 

(1) 糖尿病食事療法のための食品交換表を用いて、栄養食事指導を行う。 

(2) カーボカウントを用いて、インスリン量を決定する。 

(3) 有酸素運動は、インスリン抵抗性を改善する。 

(4) α-グルコシダーゼ阻害薬は、肝臓での糖新生を抑制する。 

(5) 超速効型インスリン注射は、食後高血糖を改善する。 
 

※ メディックメディア『QB 管理栄養士国家試験問題解説 2021 別冊付録 

「第 34 回管理栄養士国家試験問題」 p.26 問 120 
 

＊ 解答は裏面をご覧ください ＊ 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 

私の学生時代の恩師が、「本は読めば読むほど、読んでいない本が増えてくる」と述べられたことを今

も鮮明に覚えています。ヒューマンケア学部で学ぶ看護学生なら、一度は J.ワトソンの『ワトソン看護論』

（医学書院）を手にして欲しいと思います。ただし、この本を一読しただけで著者が提唱するヒューマン

ケアとは何かを理解することは非常に困難でしょう。ワトソンは客観的世界を前提としたモノの理解の方

法である自然科学的方法論を批判して、看護の対象である人間(person)を理解するためには人間科学的方

法論が不可欠であると考えました。その人間理解の方法においては C.R.ロジャーズに多くを依拠している

と述べています。そこでまずロジャーズの人間観をざっと理解しておくために、諸富祥彦『カール・ロジ

ャーズ入門』を読んでみるといいでしょう。また、人間科学の方法論については、ワトソンが指導を受け

た A.ジオルジの著書『心理学の転換』が参考になります。同書では心理学研究におけるパラダイム・シフ

トの流れが記述されていますが、パラダイムの転換について理解を深めるためには T.クーン『科学の構造』が役に立ちます。また、

自然科学と人間科学の違いを理解する上で、中村雄二郎『臨床の知とは何か』が大きなヒントを与えてくれるでしょう。ここで述べら

れている「科学の知」を自然科学、「臨床の知」を人間科学に当てはめて読み進めると一筋の光が見えてくるはずです。 

ジオルジの提唱した「人間科学」の概念は、S.シュトラッサーの『人間科学の理念』にその源流を見て取れます。シュトラッサーは

E.フッサールから現象学を学びました。自然科学的方法で人間の「生きられた世界」にアプローチしようとする学問の風潮に対し、フ

ッサールは「人間の生を適切に扱うことができなくなってしまった」と憂い、『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』を著しまし

た。そこに込められた「危機感」こそが、自然科学的方法論にかたよった看護研究に対してワトソンが感じた違和感に通底するものと

言っていいでしょう。ジオルジは元々自然科学的方法論をベースとした実験心理学を学んでいましたが、ディケイン大学に赴任して本

格的に現象学を学ぶ機会に恵まれました。彼は当時オランダの現象学のメッカと評されたライデン大学から招聘された現象学派の医師

J.H.ヴァン・デン・ベルクから実践的現象学の方法論を学びました。ヴァン・デン・ベルクの著書『病床の心理学』は「現象学的記述」

の具体的方法を理解する上で参考になります。 

ワトソンと並んで現象学的看護学者として著名な R.パースィはデュケイン大学看護学科の卒業生です。後に母校ディケイン大学の

教授となったパースィのもとで現象学的看護学を学んだ高橋照子による邦訳書『パースィ看護理論』を読めば、ワトソンにも共通する

自然科学的医学モデルへの違和感がよりいっそう鮮明になるでしょう。ちなみに、『病床の心理学』の翻訳者である早坂泰次郎先生が

冒頭に登場した私の恩師で、高橋照子先生と本学の初代看護学科長である鈴木正子先生は同門の大先輩に当たります。 

ここで紹介した文献を精読して再び『ワトソン看護論』をひもとけば、そこには違った世界が広がってくるに違いありません。ステ

イホームを余儀なくされる今だからこそ出来ることを見つけましょう。 

 

 

 

 

 

 

「「読読めめばば読読むむほほどど、、読読んんででいいなないい本本がが増増ええててくくるる」」  

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 11 月 30 日発行 （第 118 号） 

看護師 (3) *解説は『QB 看護師国家試験問題解説2021 

付録「第109 回看護師国家試験問題＆解説」』p.96 参照

管理栄養士 (4) *解説は『QB 管理栄養士国家試験問題解

説2021』p.915 参照 

基礎分野 准教授 神野英明 

日本一の庭園美を誇る足立美術館は、1970 年に足立全康（あだちぜんこう）氏によって島根

県安来市に設立されました。アメリカの日本庭園専門誌による日本庭園ランキングでは、17 年連

続日本一に選ばれるほど世界からも注目されています。専属の庭師による徹底した維持管理や職

員総出の開館前の清掃作業など、私たちが常に美しい庭園を愛でることができるのは、足立美術

館に携わるお一人おひとりのおもてなしの心によるものと言っても過言ではありません。館内に

は庭園を絵画に見立てて鑑賞できる「生の額絵」や「生の掛軸」などの見どころがあり、訪れる

人を楽しませてくれます（下の写真は「生の額絵」の秋の様子です）。 

そして足立美術館と言えば、何といっても横山大観（よこやまたいかん）コレクションです。

別名「大観美術館」と呼ばれ、そのコレクション数は約120 点にも及び、質･量ともに日本一と

も言われます。足立全康氏が心底惚れぬいた「紅葉」や「雨霽(は)る」をはじめ、数々の大観作品

を鑑賞できるほか、竹内栖鳳や上村松園らによる近代から現代の日本画や、新設された「魯山人

館」では、北大路魯山人の陶芸、書画なども楽しむことができます。「感動を与える美術館であり

たい」と願った足立全康氏の思いが息づいた足立美術館。同美術館のHP では日本庭園の様子が

ライブでご覧になれるほか、四 

季折々の庭園の美しさを眺める

こともできます※1。ぜひ日本一 

の庭園美をご堪能ください。 

 

  

秋秋海海棠棠（（シシュュウウカカイイドドウウ）） 

淡いピンクの花が可愛らし

い秋海棠。その色合いから春の

イメージを抱きますが、夏から

秋に咲く花です。バラ科の海棠

（カイドウ）に似た花を秋に咲

かせることから「秋海棠（シュ

カイドウ）」という名前がつき

ました。花言葉は「片思い」。

葉っぱが左右非対称のハート

形をしていることに由来する

そうです。参考文献：みんなの

趣味の園芸ＮHK 出版HP ほか 

美美術術館館をを知知ろろうう～～足足立立美美術術館館～～

◇◇  国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう【【解解答答】】◇◇ 

※1 足立美術館HP  

 http://www.adachi-museum.or.jp/ 
参考文献 (1)足立美術館HP (2)しまね観光ナビHP 

画像提供 足立美術館（画像の転載ならびにコピー禁止） 

ワトソン看護論第 2 版 
（ジーン・ワトソン･著 / 医学書院） 

第 118 号 2020 年 11 月 30 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

◆ 図書館からのお知らせ ◆  私のおすすめ本コンテストは参加

  応募状況から、残念ながら中止とさせていただきました。 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

本との対話を楽しみましょう 
～ 著者はたくさんのことを教えてくれます ～ 

１１..  チチョョココレレーートトのの効効能能  

 チョコレートの歴史は古く、今から 3500 年前にはすでにアメリ

カ大陸で作られていたそうです。当初はスパイスの効いた苦い飲み

物で、主に神への捧げものとして儀式で使用されていました。16

世紀にスペインのエルナン･コルテスという人物によってヨーロッ

パに紹介されると、19 世紀半ばにはイギリスの J･S･フライ＆サン

ズ社によって世界初の固形チョコレートが作られ、一気に世界中に

広まったと伝えられています。皆さんもすでにご存知かもしれませ

んが、カカオ分を多く含む良質なチョコレートは健康に良いとされ

ています。例えば、カカオに含まれるテオブロミンという成分には、

血流を良くしたり心拍数を上げたりする効果がありますが、近年の

調査で歯の健康にも良いことが判明して 

います（砂糖を多く含むチョコレートは

この限りではありません）。また、テオ

ブロミンには集中力･記憶力･思考力を

高め、やる気を導く働きがあるほか、ス

トレス解消やリラックス効果にも期待

が持てるようです。 

 勉強や仕事で疲れた時、カカオ分の高

いチョコレートを口にしてみてはいか

がでしょうか。煮詰まった頭が和らぎ、

きっと気持ちも安らぐことでしょう。 

日本の古典をよむ(8) 

枕草子 
（松尾 聰ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑦⑦  枕枕草草子子  

 『枕草子』は清少納言（せいしょうなごん）という女性が平安時

代中期に記した随筆で、清少納言が中宮定子（ちゅうぐうていし）

に仕えていた頃の宮中での出来事や見聞きしたこと、彼女自身が感

じたことなどが書かれています。随筆と聞くと堅いイメージですが、

現代で言うエッセイやブログのようなもので、その内容は千年以上

経った今でも瑞々しく、共感できるものがとても多いのです。例え

ば「寝ようとしていた時に耳元に飛んでくる蚊はとても腹立たしい」

とか「何もかもが嫌になった時、上等な筆と真っ白な紙（当時紙は

貴重品でした）が手に入ったら、もう少し頑張ろうかなと思う」な

ど思わず頷いてしまいませんか？実は『枕 

草子』の誕生には悲しいエピソードが隠さ

れていて、定子の父･藤原道隆が亡くなった

後、定子は悲運に見舞われますが、そんな

定子を元気づけようと宮中での輝かしい時

代を書き記したのが『枕草子』だと伝えら

れています。 

 才気煥発（さいきかんぱつ）で明るくさ

っぱりした性格の清少納言が綴った文章は

痛快で清々しいです。平安女性たちが過ご

した雅で輝かしい生活を、皆さんもブログ

感覚で読んでみませんか？  
CHOCOLATE 

チョコレートの歴史、カカオ豆の種類、味わい方とそのレシピ

（ドム･ラムジー･著／東京書籍）

33..  断断捨捨離離ででいいいい““気気””ををももたたららししまませせんんかか？？  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 コロナ禍で家で過ごす時間が多くなった今、家の掃除や断捨離を

する方が増えていらっしゃるそうです。ただ、いざ片付けようとす

ると何から手をつけてよいか分からなかったり、後で使うかもしれ

ないとなかなか処分できなかったり、「片付け」に対する悩みを抱え

ている方も多いとか。今回紹介します『1 週間でごっそり捨てる技

術』には、物に対する考え方や処分する判断基準など、今すぐにで

も片付け始めたくなるような内容がたくさん盛り込まれています。

著者のリタ･ポーレさんは「私たちが必要 

としているのはプラス効果のある人･モ

ノ･空間、避けたほうがいいのはマイナス

効果のあるモノ」とおっしゃっています

が、実際に「身の回りを整理したら新し

い“何か”がやってきた」という方も多

くいらっしゃるようです。 

不要な物は、風水でいう“気（エネル

ギー）”の流れを止めてしまうそうです。

何か変化を求めている方がいらしたら、

まずは「自分にとって不要なもの」を片

付けてみてはいかがでしょうか。断捨離

は気持ちがスッキリするとともに、快適

で心地よい空間をもたらしてくれます。 

人生が軽やかに回り出す 

１週間でごっそり捨てる技術
（リタ･ポーレ･著 /主婦の友社） 

前号の問題はいかがでしたでしょうか。今回も看護師、管理栄養士の過去問から

1 題ずつ出題したいと思います。少しずつ国家試験問題に触れていきましょう！
 

看護師 Q.成人の睡眠で正しいのはどれか。 

(1) レム睡眠中は骨格筋が弛緩する。 

(2) 入眠前の喫煙は睡眠導入時間を短くする。 

(3) ノンレム睡眠中はエネルギー代謝が亢進する。 

(4) 睡眠周期は 90 分のレム睡眠と数分のノンレム睡眠を繰り返す。 
 

※ メディックメディア『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付録「第 109 回看護

師国家試験問題＆解説」』p.12 問 3５ 
 

 

管理栄養士 Q.食中毒の原因となる細菌およびウイルスに関する記述である。 

も適当なのはどれか。１つ選べ。 

(1)リステリア菌は、プロセスチーズから感染しやすい。 

(2) サルモネラ菌は、偏性嫌気性の細菌である。 

(3) 黄色ブドウ球菌は、7.5％食塩水中で増殖できる。 

(4) ボツリヌス菌の毒素は、100℃、30 分の加熱で失活しない。 

(5) ノロウイルスは、カキの中腸腺で増殖する。 
 

※ メディックメディア『QB 管理栄養士国家試験問題解説 2021 別冊付録 

「第 34 回管理栄養士国家試験問題」 p.13 問 55 
 

＊ 解答は裏面をご覧ください ＊ 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 

『病院で死ぬということ』は現役の医師である山崎章郎氏のノンフィクション書籍である。1990

年 10 月に刊行され、1993 年には市川準監督によって映画化もされている。私が看護の道を選び、

どのような看護を目指したいかを考える中で出会った書籍である。死とは誰にでも平等に訪れ、避ける

ことのできないものである。私の幼い頃の友人は、祖父母と同居しており、寝たきりの祖母が家族の介

護を受けながら自宅で看取られていく経験をしていた。一方、私は身近な人間の死に立ち会うことはな

く、テレビや映画などで描かれる死の間際の人の苦しみや苦悩を観るたびに恐怖を感じ、夜な夜な布団

の中で泣いていたのを覚えている。  

看護をする上でも死の場面は重要である。この書籍を通して、患者も家族も苦しみや苦悩を少しでも

和らげ安らかな死を迎えて欲しいと感じ、その力になりたいと考えるようになった。書籍の中では筆者

が経験したことを元に患者が死を迎えるまでのやり取りが書かれている。がんによって生じる様々な苦

痛に悩まされながらも、遠く離れた別の病院に入院する夫に会いに行くためにリハビリに励む女性がいた。想いを遂げ 期を迎え

るまでの様子が医師である筆者の視点で描かれている。子供たちへ筆者が投げかけた「ご主人と面会させてあげませんか。」の一言

をきっかけに家族が彼女の想いに向き合う過程が端的に書かれている。しかし実際は、患者や家族そして医療者の想いや苦悩は様々

であり多くの時間が費やされたのではないかと思う。 

前述した友人宅は、かつて竈が置かれていた土間がある立派な古民家であった。今では憧れの古民家であるが、至る所に段差が

あり介護には不向きであったに違いない。友人と家族は寝返りもできない祖母をどのような思いで介護し、死を受け止めたのだろ

うか。苦痛や苦悩は誰かに打ち明けられ、支援を受けることができていたのだろうか。私は看護師となり、主に急性期の患者を担

当する病棟に勤務してきた。様々な闘病の場面に看護師として関わってきたが、急性期でも死の場面はあり、いつも「何かもっと

出来ることはあったのではないか」と悩んできた。家族にとって患者の死を受け入れるには時間を要するが、看護師として関わる

ことができるのは患者が病院にいる時間に限られている。日常の看護も同じではないかと思う。私は看護を行う上で重要なことは、

限られた時間の中で看護師が出来ることは何であるかを考え模索し続けることではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

『『病病院院でで死死ぬぬとといいううこことと』』  

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 10 月 25 日発行 （第 117 号） 

看護師 (1) *解説は『QB 看護師国家試験問題解説 2021 

付録「第109 回看護師国家試験問題＆解説」』p.86 参照 

管理栄養士 (3) *解説は『QB 管理栄養士国家試験問題解

説2021』p.884 参照 

基礎看護学領域 助手 中嶋 亜希子

まるで森の中にいるような感覚を味わわせてくれるポーラ美術館は、2002 年に神奈川県箱

根町に開館しました。同美術館のコレクションは、ポーラ創業家2 代目の鈴木常司氏が40 数

年間に渡り収集したもので、クロード･モネの「睡蓮の池」やルノワールの「レースの帽子の少

女」、ゴッホの「アザミの花」など名だたる西洋絵画のほか、東洋陶磁やガラス工芸、古今東西

の化粧道具などそのコレクション数は約1 万点にものぼります。周囲には「森の遊歩道」と呼

ばれる散策路があり、小鳥のさえずりを聞 

きながら四季折々の自然を楽しむこともで

きます。現在「おうちでポーラ美術館※1」と

いう企画を実施しています。数々の名画につ

いて動画や塗り絵を楽しんだり、今大人気の

「あつまれ どうぶつの森」にも所蔵する名

画にちなんだマイデザインを提供していて、

ゲームの中で絵を飾ったり、自分の分身に作

品にちなんだ衣装を着せ替えたりできます。

コーヒーを飲みながら、癒しの音楽を聴きな

がら、ご自宅でポーラ美術館を満喫してみて

はいかがでしょうか。 

秋秋明明菊菊（（シシュュウウメメイイギギクク）） 

名前に“菊”と付きますが、 

実はアネモネの仲間です。秋に

咲く上品な花姿が菊に似てい

ることから「秋明菊」と名付け

られました。別名「貴船菊（キ

フネギク）」と呼ばれ、京都の

貴船地方に多く見られたこと

が由来とされています。花言葉

は「淡い思い」「忍耐」。花びら

に見える部分は実は蕚（がく）

なのだそうです。参考文献：『花

づくり＆ガーデニング百科』（福田

佳亮･編、ブティック社）、『いちば

ん探しやすいフローリスト花図

鑑』（宍戸純･監修、世界文化社） 

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆  
当館では、ただいま郵送による図書貸出･返却サービス（3 冊･21 日間（郵送期間を含む）･送料往復利用者負担）

のほか、限定的な DVD 視聴（予約制･DVD1 本まで）、閲覧席利用（ 大 60 分まで）を実施しています。これ

らのサービスは東都大学深谷キャンパスに在籍している学生のみ利用可能です。また、郵送サービス期間中は図書の予約および延長を停止しますのでご

了承ください。学外者利用（卒業生含む）は引き続き当面停止とさせていただきます。その他図書館運営委員会では「私のおすすめ本コンテスト」の参

加者を募集しております。学生の皆さんのご参加をお待ちしております（図書館サービスおよびコンテストの詳細はポータルサイトをご覧ください）。

美美術術館館をを知知ろろうう～～ポポーーララ美美術術館館～～ 

◇◇国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう【【解解答答】】◇◇ 

病院で死ぬということ 
（山崎章郎･著/主婦の友社） 

（右）ポーラ美術館  画像提供：ポーラ美術館 

※1 おうちでポーラ美術館 https://www.polamuseum.or.jp/enjoyathome 

参考文献 (1)『ポーラ美術館ガイドブック きょうは一日 ポーラ美術館で。 

箱根の自然と名作アートに親しむ』（武田ランダムハウスジャパン）(2)ポー

ラ美術館HP 

第 117 号 2020 年 10 月 25 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 9 月 25 日発行 （第 116 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

タイトルに惹かれたら本を手にとってみましょう 
～どんなことを教えてくれるのかワクワクしますね～ 

１１..  仕仕事事ににすすぐぐ効効くく魔魔法法のの文文房房具具  

 お気に入りの洋服や靴、香りのいいアロマ、好きな作家の本など、

自分が好きな物に囲まれて過ごす時間はなんとも心地よいもので

す。気に入ったペンやノートを手にすれば、勉強や仕事もきっと効

率が上がることでしょう。社会人になって手にする文房具は、会社

にあるものや取引先からいただいたものなど「なんとなくそこにあ

るもの」を使うことが多いように感じますが、例えばペンでしたら

書き易さや手馴染みの良さ、ノートでしたら書き味や見開きの良さ

など、自分好みの文房具を取り入れると、勉強や仕事に対するモチベ

ーションも変わってくるかもしれません。 

『仕事にすぐ効く魔法の文房具』では、

心地よいものから遊び心のあるユニーク

なものまで総勢 101 アイテムの文具が

紹介されています。貼るのが楽しくなり

そうな葉っぱの形をした付箋（p.95「グ

リーンマーカー」ユルリク）や机の上で

郵便の重さが調べられるミニレタースケ

ール（p.219「ポストマン 100」丸善）

など機能性を備えつつも心くすぐる文具

の数々は、とても魅力的で勉強や仕事の

合間にほっと安らぎを与えてくれそうで

す。皆さんもお気に入りの文房具を探し

てみませんか？ 

日本の古典をよむ(7) 

土佐日記・蜻蛉日記・とはずがたり
（菊地靖彦ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑥⑥  土土佐佐日日記記  

 『土佐日記』とは、土佐守（とさのかみ）として赴任していた紀

貫之（きのつらゆき）が、任期を終え、土佐から京都に戻るまでの

旅の様子を描いた作品です。旅の行程や天候のほか、土佐で亡くな

った幼子への思いが中心に描かれています。「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」という有名な冒頭部は皆さん

もご存知のことでしょう。『土佐日記』は貫之が女性のふりをして仮

名文字で記していますが、その真意は謎に包まれています。 

当時、日記とは男性貴族が漢文で公務記録を書き記すものでした。

平仮名は女性の文字とされ、貫之ほどの 

身分の男性が仮名で日記を書くとなれ

ば、様々な支障があったに違いありませ

ん。しかし、歌人として活躍し、『古今和

歌集』の撰者でもあった貫之は、仮名に

親しみがあったのでしょう。個人的な心

情を記せるのは仮名文だと考え、女性に

扮することで『土佐日記』を実現させた

と推測されています（諸説あります）。ま

た、貫之はユーモアのある方だったよう

で、日記の所々に親父ギャグのような言

葉遊びが見られます。よく知られる一説

は「船路なれど馬のはなむけす」です。

詳しくはぜひ本をご覧になってくださいね。 

仕事にすぐ効く魔法の文房具 
（土橋正･著／東京書籍）※出版社品切

33..  ううままくくいいっってていいるる人人のの考考ええ方方  ◆◆  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～  ◆◆  

 「毎日 30 分、自分のための時間を持つ」—本書で胸に響いたフ

レーズの１つです。勉強や仕事に追われ、気がつけばあっという間

に 1 日が終わっている、そんな毎日を過ごしている方は多いのでは

ないでしょうか。「自分が心から楽しめることをするための時間を、

毎日 30 分確保する」、自分自身にこんな予約をするだけで気持ちが

スッと楽になり、固くなった頭や心が柔らかくなる感覚を覚えます。

今回ご紹介する本『うまくいっている 

人の考え方』は「自尊心をどう高めるか」

がテーマになっています。もっと自分に

自信を持ちたい、もっと楽天的になりた

いと思っている方がいらしたら、ぜひお

手にとってご覧ください。本書には実に

100 項目ものフレーズが紹介されて

いますが、目次をご覧になるだけでも非

常に胸を打たれます。「相手にどう思わ

れているかを心配しない」という厳しい

言葉から、「自分に優しくする」「心の中

に静かな場所を見つける」などホッとす

るフレーズまで幅広く紹介されていま

す。日々の生活を、もっと自分のために

過ごしてみませんか。 

うまくいっている人の考え方 完全版 
（ジェリー・ミンチントン著/弓場隆訳/ 

ディスカヴァー・トゥエンティワン） 

本学の皆さんが目標としている国家試験。どんな問題が出題されているかご覧に

なったことはありますか？ 今回は、看護師、管理栄養士の過去問から 1 問ずつ掲

載させていただきました。ぜひチャレンジしてみてください。Let's try です！ 
 

看護師 Q.インシデントレポートで適切なのはどれか。 

(1) 責任追及のためには使用されない。 

(2) インシデントの発生から１か月後に提出する。 

(3) 主な記述内容はインシデントの再発防止策である。 

(4) 実施前に発見されたインシデントの報告は不要である。 

※ メディックメディア『QB 看護師国家試験問題解説 2021 付録「第 109 回看護

師国家試験問題＆解説」』p.12 問 34 
 

 

管 理 栄 養 士  Q.わが国における食品添加物の使用に関する記述である。

正しいのはどれか。1 つ選べ。 

(1) ソルビン酸カリウムは、殺菌料として使用される。 

(2) 食用赤色 2 号は、鮮魚介類の着色に使用される。 

(3) 亜硫酸ナトリウムは、漂白剤として使用される。 

(4) 亜硝酸イオンの最大残存量の基準は、食肉製品より魚卵の方が高い。 

(5) アスパルテームは、「L-アスパラギン酸化合物」と表示する。 

※ メディックメディア『QB 管理栄養士国家試験問題解説 2021 別冊付録 

「第 34 回管理栄養士国家試験問題」 p.13 問 5８ 
 

＊ 解答は裏面をご覧ください ＊ 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 

学研の図鑑シリーズが大好きで、小学生の頃から教室や図書館でよく読んでいました。当時は宇宙な

どの自然科学に夢中で、この図鑑だけはどうしても自分のものが欲しくて両親にお願いして買ってもら

ったほどでした。このシリーズは就学前から対象らしいのですが、文章は一人で読むには案外難しく、

当時はほとんど理解できなかった記憶があります。それでもイラストや写真を見るのが楽しく、暇さえ

あれば読んでいました。 

今でも図鑑や図説など、イラストや写真が収録されている本は見ているだけで楽しく、時折、書店で

表紙に惹かれて手に取ってしまいます。自然科学系の専門雑誌なども面白そうな表紙の本が多いのです

が、内容が難しく、イラストや写真を眺めてはそっと棚に戻してしまいます。いつか購入に踏み切りた

いものです。大学院を修了後、研究員などを経て現在は大学に勤めておりますが、この図鑑が理系の道

に進みたいと思ったきっかけの一つだったような気がします。 

ここまで紹介しておきながら皆さんに学研の図鑑シリーズをおすすめするわけではありませんが、図鑑や図説などの本も教科書

と同じくらい学修に活用できるのでおすすめです。私自身、学生時代は先生おすすめの図説の本を購入したり、大学や公立の図書

館で借りたりして単調になりがちな暗記や息抜きとして活用していました。大学生活は普段の授業のほか、レポート形式で授業内

容や自分の考察をまとめたり、範囲の広い定期試験や国家試験対策に取り組んだりなど、盛り沢山の内容で大変かと思います。そ

の一方で、自分自身で取り組み方から考え、興味・関心を深めながら過ごすことができる貴重な期間でもあります。コロナ禍で日

常生活も大変な時ですが、自分なりの楽しさを見つけて有意義な大学生活を送っていただけたらと思います。 

昨年のお盆休みに帰省した際、実家の本棚に置いてあるこの図鑑が居間に出されていて何事かと思いましたが、どうやら甥っ子

の落書き教材になっていたようです。難解な絵がたくさん書き込みされていて焦りましたが、いろんな物事に興味・関心を持つき

っかけになればと思いそのままにしておきました。 

 

 

 

 

 

 

学学研研のの図図鑑鑑シシリリーーズズ  
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看護師 (1) *解説は『QB 看護師国家試験問題解説2021 付録

「第109 回看護師国家試験問題＆解説」』p.85 参照 

管理栄養士 (3) *解説は『QB 管理栄養士国家試験問題解説

2021』p.885 参照 

管管理理栄栄養養学学部部  助助手手  横横山山悠悠太太  

国立西洋美術館は2016 年に世界遺産に指定され、日本で唯一のル･コルビュジエ作品と

して世界から注目されています。JR 上野駅の公園口から徒歩1 分という立地にもかかわら

ず、美術館の前庭にはロダンを中心とする彫刻作品が野外展示され、敷地内に足を踏み入れ

た瞬間に西洋美術の世界へと引き込まれます（有名な彫刻「考える人」も展示されています）。

国立西洋美術館の設立は「松方コレクション」なくして語ることはできません（図書館通

信第104 号でも少しご案内しましたね）。「松方コレクション」とは川崎造船所の初代社長･

松方幸次郎が、1910～20 年代にヨーロッパ各地で収集した美術コレクションのことで、

モネやゴッホ、ロダンなどその数は3,000 点にのぼり、日本のために買い戻した浮世絵約

8,000 点を合わせれば、コレクション数は1 万点にも及びます。ロンドンの保管倉庫が火

災に見舞われ焼失したり、戦時下にはフランス政府に差し押さえられたりと、松方コレクシ

ョンは数奇の運命をたどりますが、第二次世界大戦後、フランス政府に接収されていた作品

（ゴッホやゴーガンらの重要作品を除く）が寄贈返還されることになり、その保管展示する

場所として国立西洋美術館が設立されました。現在は常設展のほか、様々な展覧会が開催さ

れ、私たちを楽しませてくれています。 

 都心でみられる唯一の世界遺産です。 

設計で特に注目すべきは、1 階部分の柱

だけで構成されたピロティとか。20 世紀

を代表する建築家ル･コルビュジエによる

斬新な建築をぜひ一度ご覧ください。 

女女郎郎花花（（オオミミナナエエシシ））

秋の七草の一つとして日本で古くから親しまれている女郎花。小

さな黄色い花が可愛らしい印象ですが、寂しそうに秋風に揺れる姿

が繊細で女性的なことから「美人、はかない恋」等の花言葉を持つ

そうです。女郎花は昔、和歌を詠む際にも大変好まれ、万葉集や古

今集にも多く見られます。平安時代に 

朱雀院の女郎花合（すざくいんのおみ

なえしあわせ）で紀貫之が詠んだ和歌

「小倉山 峰たちならし 鳴く鹿の 経

にけむ秋を 知る人ぞなき（をぐらや

ま みねたちならし なくしかの へに

けむあきを しるひとぞなき）」は有名

で、「をみなへし（女郎花）」の5 文字

を各句の頭に散りばめるという粋な

歌を貫之は残しています。参考文献：

『古今和歌集･新古今和歌集』（小沢正

夫ほか校訂･訳/小学館）ほか 

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆  当館は現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一部サービスを縮小して開館しておりますが、10 月

以降も当面の間、限定的開館を継続することとなりました（開館時間及びサービス／月～金 9:00～17:00（土･

日･祝は休館）、貸出･返却･複写等（座席利用･学外者利用は停止中））。ご利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い

申し上げます。また、図書館運営委員会では、今後の企画･運営として「図書の郵送貸出･返却サービス」と「“私のおすすめ本”コンテスト」を検討し

ております。詳細が整い次第、大学 HP や学内メッセージを通じてご案内予定でございます。皆様のご利用ならびにご参加を心よりお待ちしております。

美美術術館館をを知知ろろうう～～国国立立西西洋洋美美術術館館～～ 

◇◇  LLeett''ss  ttrryy  ～～国国家家試試験験問問題題をを解解いいててみみよようう～～【【解解答答】】◇◇

学研の図鑑 LIVE 宇宙 
（吉川真、縣秀彦･監修／学研プラス） 

（右）国立西洋美術館本館 出典：国土交通省関東地方整備局HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/shihon/eizen_shihon00000082.html

参考文献 (1)『国立西洋美術館公式ガイドブック』（淡交社）(2)国

立西洋美術館HP (3)国立西洋美術館ニュース『ゼヒュロス』No.17 
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夏こそ読書！涼しい部屋で本を楽しみましょう！ 
～ 新しい発見がきっとあります ～ 

１１..  ぬぬかか漬漬けけラライイフフののすすすすめめ  

 漬物は手軽にミネラルやビタミンが補給できる夏バテの救世主と

言われています。漬物には様々な漬け方がありますが、今回は「ぬ

か漬け」に焦点を当ててみましょう。米糠（こめぬか）を使った漬

物を「ぬか漬け」と言いますが、米糠には鉄分や亜鉛、ビタミン類

が多く含まれていて、野菜を漬け込むことで豊富な栄養素が野菜に

浸透します。栄養素をそのままに生野菜を食べるには量に限界があ

りますし、加熱すれば野菜の栄養分が落ちてしまうため、ぬか漬け

は双方の欠点を補う優秀な発酵食品と言えるでしょう。ぬか漬けし

た野菜は豊富なビタミン B1 を含み、疲 

労回復や腰痛、肩こり、眼精疲労の緩

和に効果があるそうです。また、乳酸

菌や食物繊維を多く含み、胃腸を整え

る働きも期待できます。 

 ぬか漬けは手間がかかるイメージ

がありますが、今は手軽に漬けられる

ぬか床も多く販売されていますから、

どなたでも気軽にぬか漬けを始めら

れることと思います。ぜひこの夏、ぬ

か漬けライフを楽しんでみてはいか

がでしょうか？ 日本の古典をよむ(6) 

竹取物語･伊勢物語･堤中納言物語
（片桐洋一ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ⑤⑤  伊伊勢勢物物語語  

 『伊勢物語』（作者不詳）は平安時代初期に成立した歌物語です。

物語は男女の恋愛を中心に多岐にわたり、物語の大半が「むかし、

男ありけり」で始まるのが特徴的です。主人公のモデルは在原業平

（ありわらのなりひら）と伝えられており、高貴な女性との禁断の

恋や身分の低い召使いとの恋など、幅広い女性たちと恋愛する業平

の様子は当時の理想の男性像とされました。絶世の美男で平安を代

表するプレイボーイと言われた業平は、歌の才能にも恵まれ、六歌

仙、三十六歌仙のひとりとして『古今和歌集』にも多くの歌を残し

ています。しかし一方で、桓武天皇の 

曽孫でありながら政治的に不遇であ

った業平は、波乱に満ち、奔放な人生

を送ったとも伝えられています。 

業平が在原氏の五男、従五位上（じゅ

ごいじょう）、右近衛権中将（うこんえ

ごんのちゅうじょう）であったことか

ら、『伊勢物語』は『在五（ざいご）の

物語』『在五中将日記』とも呼ばれてい

ます。『伊勢物語』は当時から非常に人

気があったそうで、後に紫式部によって

綴られる『源氏物語』にも大きな影響を

与えたと言われています。 一番わかりやすい栄養学の本 
（夢プロジェクト･編／河出書房新社）

33..  答答ええののなないい道道徳徳のの問問題題  どどうう解解くく？？  ４４..  解解剖剖生生理理学学  ははじじめめのの一一歩歩  

 「さて、問題です。1＋1 の答えは何でしょう？ 2 だよね。でも、

世の中にはこんな風に、答えがみつかるものばかりではないんだ。」

－メディアから流れる子供たちのニュース（いじめ、暴力、殺人、

自殺）に心を痛めた作者が、多様な社会環境を生き抜く子供たちの

ために、「考える力」を養う助けになればと出版されたのがこの『答

えのない道徳の問題 どう解く？』です。本書は絵本のように可愛ら

しく対話形式で書かれていますが、問われる質問は簡単なものでは

なく、大人でも答えを導き出すのが困難なものがいくつも投げかけ

られています。それぞれの質問に対して多くの著名人（池上彰さん

や尾木直樹さん等）から「こう 

考えてはどうだろう？」という

メッセージが寄せられていて、

胸に響く「その人の考え」を読

むこともできます。 

友達や家族と一緒にこの

本を囲み、様々な「どう解

く？」を考えてみませんか？

能動的に考え、答えを導く力

は、これからの時代に必要不

可欠となってくるでしょう。 答えのない道徳の問題 どう解く？ 
（やまざきひろし･文, きむらよう,にさわだいらはるひと･絵/ポプラ社）

 解剖生理学を苦手と感じる方も多いことでしょう。しかし、解剖生

理学は医療に携わる皆さんにとって基盤となるとても重要な学問です

から、どんなに難しくても向き合って学ばなければなりません。そこ

でお薦めしたいのが『新版 からだの地図帳』です。まずは「からだ

の構造」から学んでみてはいかがでしょうか。この本は現役の医療

従事者の方も活用する解剖学のバイブルと呼ばれる本で、解剖学の

世界的権威である佐藤達夫先生（東京医科歯科大学名誉教授･東京有

明医療大学学長）が監修されています。この本を開くと、まず感じ

るのはその「見やすさ」です。約 700 

点ほど掲載されているカラーイラスト

は細やかながら非常に見やすく、また図

中に記されている部位名はグループご

とに整理されていて、とても覚えやすい

です。また、この本にはからだの構造だ

けでなく、働きや病気についても丁寧に

書かれているので、この 1 冊で解剖学

のすべてがわかるといっても過言では

ありません。 

解剖生理学が苦手な方、『新版 からだ

の地図帳』とともにはじめの一歩を踏み

出してみませんか？ 

新版 からだの地図帳 
（佐藤達夫･監修/講談社） 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 

文部科学省は、近年の我が国の傾向として、生活環境の変化や様々なメディアの発達・普及などを

背景として、国民の「読書離れ」「活字離れ」を指摘している。読書することは、「考える力」、「感じ

る力」、「表す力」等を育てるとともに、豊かな情操をはぐくみ、すべての活動の基盤となる。言い換

えれば「価値・教養・感性」を生涯を通じて涵養していく上で重要であり、自らの責任で主体的に判

断を行いながら自立して生きていくための情報収集や情報をもとにした選択をする力を身に付けていくために、必要不可欠なもの

である。このように、本を読む習慣、本を通じて物事を調べる習慣を子どもの時期から確立していくために、学校は家庭や地域と

連携しながら読書習慣を身につけさせることを目指している。 

先ほど書いた「活字離れ」という言葉は、1977 年頃から 40 年近く使われている。「読書離れ」と一緒に活用されることが多く、

この「読書離れ」がどのように変化してきているのかみてみると、公共図書館、学校図書館の整備、「朝読書運動」の推進活動によ

って、小学生から高校生までの読書量は、1980 年から現在まで、ほぼ横ばいの状況で推移していること。図書館の整備などによ

り 1997 年から 2017 年にかけ、約 4 億 4 千万冊から約 7 億 2 千万冊へと、1.6 倍の蔵書数になり、学校の図書館利用貸し出

し冊数は約 2.1 倍となっているというデータから必ずしも「読書離れ」しているとは言えない。本屋さんからの本の購入数は激減

しているようであるが、古書取扱いチェーン店は、1991 年の創業以来店舗を増やし続けているそうで、古書、図書館の利用によ

る読書スタイルに変化し読書量は維持されているようである。また、本を借りたり読んだりする『図書館』も「難しそうな本が多

い。お話は禁止。飲食も禁止」という堅いイメージから、カフェが併設されていて長い時間過ごすことができ、インターネットも

自由に使え、本がたくさんあって無料で読めるという開放的で自由なイメージに変化している。この変化によって、幅広い年齢層

の人たちが、過ごしやすく、本に触れられる空間が増えることで、「読書離れ」「活字離れ」の波が大きくなることはないのではな

いだろうかと感じる。 

 

 

 

 

 

 

「「活活字字離離れれ」」「「読読書書離離れれ」」とと言言わわれれてて 4400 年年のの変変化化  

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 7 月 27 日発行 （第 115 号） 

第 115 号 2020 年 7 月 27 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

いま行田市では、同市の天然記念物に指定さ

れている古代蓮が見頃を迎えています。古代蓮

は1400～3000 年前の蓮と言われていて、今から50 年ほど前に

公共施設の建設工事の際に偶然出土した種子が自然発芽し、現代に甦

ったのだそうです。午後には花が閉じてしまうため、早朝から午前中に

ご覧になるのがお勧め 

です。敷地一面に咲き

誇る大輪の古代蓮はま

さに圧巻。6 月下旬～

8 月上旬が見頃です。

（参考：公益財団法人行

田市産業･文化･スポー

ツいきいき財団HP） 

リリププロロダダククテティィブブヘヘルルスス看看護護学学･･助助産産学学領領域域  教教授授  湯湯舟舟邦邦子子  

22001199 年年度度  図図書書貸貸出出ラランンキキンンググ 

2019 年4 月1 日～2020 年3 月31 日までの図書貸出ランキング(上位20 件)で

す。同一書名かつ登録番号が異なるものは、貸出回数をまとめて表記しています。

順位 書 名（貸出回数）

1 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図（68）

2 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図（55）

3 病気がみえる　vol.7　脳・神経（53）

4 病気がみえる　vol.1　消化器（47）

5 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図（44）

6 疾患別小児看護　基礎知識・関連図と実践事例（42）

7 病気がみえる　vol.2　循環器（40）

8 基準看護計画　臨床でよく出合う看護診断（36）

9 病期･病態･重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図（34）

10 ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程（33）

11 看護学生のための疾患別看護過程 vol.2（25）

12 ウエルネスからみた母性看護過程+病態関連図（24）

12 エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図（24）

14 疾患別病態関連マップ（23）

14 帝王切開のすべて : 助産師だからこそ（23）

14 病気がみえる　vol.4　呼吸器（23）

14 エビデンスに基づく呼吸器看護ケア関連図（23）

14 疾患別看護過程の展開（23）

19 看護学生のための疾患別看護過程 vol.1（22）

19 領域別看護過程展開ガイド（22）

古古代代蓮蓮  

学学生生選選書書ツツアアーー22002200 開開催催中中止止ののおお知知ららせせ 

2013年度から毎年開催しておりました学生選書ツアーですが、

本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を見合

わせることとなりました。昨年度は選書のほか紀伊國屋書店新宿本

店でPOP 展示にも参加させていただき、 

本年度のツアーを楽しみしていた学生さ

んも多かったと伺っております。心待ち

にしてくださっていた皆様には大変申し

訳ありませんが、何卒ご理解いただけま

すと幸いに存じます。次回の開催を楽し

みにお待ちくださいませ。 

◆◆図図書書館館かかららののおお知知ららせせ◆◆  当館は現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一部サービスを縮小して開館しておりますが、8

月以降も当面の間、限定的開館を継続することとなりました。ご利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。≪利用上の注意≫1.利用者：原則として実習･演習･実験のため入構する方に限ります 2.開館時

間：月～金･･･9：00～17：00/土･日･祝･･･休館 3.利用可能サービス：貸出（5 冊 2 週間）･返却･複写等 4.利用停止中サービス：座席利用･

学外者利用（卒業生含）5.入館時のお願い：入退館簿記入･マスク着用･手指アルコール消毒･入館 1 人ずつ･滞在時間 30 分～1 時間程度 等 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 6 月 30 日発行 （第 114 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

家で過ごす時間を大切に 
～ 自宅の本棚、電子書籍、様々なかたちで本に触れてみましょう ～ 

１１..  新新型型ココロロナナウウイイルルスス  

 2019 年 12 月に中国で発生したと言われる新型コロナウイルス

感染症。世界的な未曾有の危機を招いたこの感染症はいまだ終息に

は至らず、今なお感染者が増え続けている状況です。5 月 25 日には

緊急事態宣言が全面的に解除され、6 月 19 日には県外移動が可能に

なるなど、少しずつ以前の生活に戻りつつありますが、まだまだ予

断を許さないことに変わりはなく、今後は新型コロナウイルスとの

共存を視野に入れた「新しい生活様式」の実践が求められています。

3 密の回避、マスクの着用、こまめな手洗い･手指消毒、ソーシャル

ディスタンス等、これまでとは異な 

る生活スタイルに順応するためには

皆さん一人ひとりの行動変容が重要

であることは間違いありません。例え

ば「自分はすでに感染しているかもれ

ない」という意識を持って行動するだ

けで、思いやりある立ち振る舞いがで

きるかもしれません。 

新型コロナウイルスは感染しても

無症候や軽症の方が多いと言われて

います。今後の感染拡大防止のために

も、節度ある行動を心がけましょう。 
日本の古典をよむ(5) 

古今和歌集 新古今和歌集 
（小沢正夫ほか校訂･訳/小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ④④  古古今今和和歌歌集集  

 今回は『古今和歌集』についてお話しましよう。『古今和歌集』の

成立は今から約 1100 年前。醍醐天皇の命により紀貫之(きのつら

ゆき)、紀友則(きのとものり)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、

壬生忠岑(みぶのただみね)らによって編纂された日本で最初の勅撰

和歌集(ちょくせんわかしゅう)です。勅撰(ちょくせん)とは天皇や上

皇の命によって編纂された歌集や文集のことで、『万葉集』以降、漢

詩文が主流となり影を潜めていた和歌は、『古今和歌集』を機に一気

に評価が上がりました。『古今和歌集』は全 20 巻約 1,100 首から

なり、特徴は和歌集の冒頭に仮名序(かな 

じょ)が収められていること、そして歌の

配列に規則性があることです。仮名序と

は和歌の本質や和歌集の説明文をひらが

なで記したもので、これは後の和歌集編

纂における礎となりました。また歌の配

列では、季節の進行や恋愛の始終など「時

の推移」が基調になっています。 

『万葉集』が「ますらをぶり」と評され

たのに対し、『古今和歌集』は「たをやめぶ

り」と表現されています。これは《女性的

で優雅な歌風》という意味で、古今集以降

の勅撰和歌集で基本の歌風となりました。 
日経サイエンス 2020 年 5 月号 

（日経サイエンス社） 

33..  ココココ･･シシャャネネルルのの言言葉葉  ◆◆  図図書書館館利利用用にに関関すするるおお知知ららせせ  ◆◆  

 生き方そのものを「永遠のシャネルスタイル」として謳われたコ

コ･シャネル。決して他人と同じことはせず、常に「かけがえのない

人間でありたい」と生き続けた彼女は、孤立したり傷ついたりしな

がらもそのスタイルを変えることはありませんでした。働く女性の

先駆者でもあるシャネルは、彼女だからこそ言える力強い言葉を数

多く残しています。今回は『ココ･シャネルの言葉』(山口路子･著)

から心に残った言葉を紹介したいと思います。「退屈していたの。そ

れに気づくのに 15 年かかった。無よりも失敗を選ぶわ。」(p.202)

—シャネルは 56 歳でモード界を引退し 

ましたが、71 歳の時にカムバックして

います。批判や厳しさを覚悟の上でショ

ーを開催するも結果は失敗。しかし「生

きること＝仕事」であった彼女にとっ

て、ショーの失敗は何より「生」を実感

した瞬間でした。「遅くなっても、やっ

たほうがいい」—これはイタリアの格言

ですが、シャネルはこの格言どおりにし

たのです。「やりたいけど一歩踏み出せ

ない何か」をお持ちの方、今この瞬間か

ら始めてみませんか？悩んでいる時間

こそ人生最大のロスタイムです。 

ココ・シャネルの言葉 
（山口路子･著/大和書房） 

これまでも何度か掲載し

てまいりました紫陽花で 

すが、やはりこの季節には欠かせない爽やかな

印象の花です。青や紫、白やピンクなど涼しげ

な色合いで咲く姿は、暑さすら忘れさせてくれ

ます。日本画では伊藤若冲や葛飾北斎の作品に

も描かれています。そのふんわりと艶やかな姿

はいつの時代にも健在です。 

 当館では 6月 1日から一部サービスを制限した限定開館を行ってお

ります。ご利用の際には入退館簿の記入や手指消毒、マスク着用等、

新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置にご協力いただいてお

ります。サービス縮小により皆様には当面ご不便をおかけしますが、

何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 
 

----------------- ご利用に際しての注意事項 -------------------
 

1.利用者：原則として実習･演習･実験のため入構する方に限ります 

2.開館時間：月～金･･･9：00～17：00 / 土･日･祝･･･休館 

3.利用可能なサービス：貸出（5 冊 2 週間）/ 返却/ 複写 等 

4.利用停止中のサービス：座席利用 / 学外者利用 

5.入館時のお願い：入退館簿の記入/ マスクの着用/ 手指のアルコ 

ール消毒/ 入館は 1 人ずつ/ 滞在時間 30 分～1 時間程度 等 

紫紫陽陽花花  



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

 

この度、4 月より図書館長の任を拝命しました石川でございます。私はこのような機会を得て大学図書館の運営について改めて

考え、図書館運営委員の教員および司書の皆様と円滑な運営と課題解決に向けて、その機能の向上に尽力したいと考えております。 

大学図書館は、大学における学生の学習や大学が行う高等教育及び学術研究活動全般を支える重要な学術情報基盤の役割を有し

ており、大学の教育研究にとって不可欠な中核を成す総合的な機能を担う機関の一つです 1)。大学の教育研究に関わる学術情報の

体系的な収集、蓄積、提供を行うことにより、教育研究を支援するのが第一義の機能となります。 

一方で、その機能はずっと変わらないのではなく、大学図書館はまさに重大な歴史的転換期を迎えている 2)のです。近年のコン

ピュータ・ネツトワーク技術の発達と学術資料の電子化の進展は一機に国際化を進め、その役割・機能には一層の高度化や多様化

が求められるようになっています。18 歳人口は男女ともに 12 年間で約 10%の減少する 3)ことや、国公立大学の基盤的経費の削

減傾向 4)などの大学を巡る環境の変化が加速することにより、大学図書館においても多様な課題が浮き彫りになっています。 

このような転換期の中で、大学図書館に求められる機能には、①学習支援および教育活動への直接の関与、②研究活動に即した

支援と知の生産への貢献、③コレクション機能と適切なナビゲーション、④他機関・地域等との連携並びに国際対応が挙げられま

す 1)。まず学習支援としては、学生が議論を進める場としての「ラーニング・コモンズ」の活用の促進や、学生が学習・研究・調

査を目的とする情報・資料の検索・提供である「レファレンスサービス」を行い、学生が自ら学ぶ学習を強化する必要があります。

また、教育活動への直接の関与として、情報を探索、分析・評価し、発信するするスキルを一層高める「情報リテラシー教育」が

あります。教員は司書と協同してカリキュラム開発を行うことや、e-Learning においても教材の整理・提供等の活動が期待され

ています 5)。 

本学図書館においても、上記の機能・役割を果たすべく、今年度の委員会活動の目標を挙げ、新型コロナウィルス感染予防対策

をとった上で 6 月初旬から開館しています。また、今回の Stay Home の期間には自宅での過ごし方について、学生の皆さんは様々

な工夫をされたと思いますが、読書の時間も増えていることを期待しています。全国 78 自治体(282 図書館)の公共図書館には

図書館流通センター(TRC)の電子図書館サービスが導入され、その貸出し実績数は 5 月に 85,392 件と昨年の同時期の 526.5％

の大幅増であったとのことです 6)。その貸し出し資料ランキング(表 1)を見ると、「人間のこころの成長」や「生き方」に通じるテ

ーマが殆どであることに気づきます。新型コロナ感染症が人命を奪う可能性の大きい未知の感染症であり医療崩壊の実体や、都市

封鎖から経済崩壊の危機などの報道を毎日聞いて過ごしてきた人々は、

「コロナ鬱」となるような様々な不安を抱えて生活してきました。その

中で書物を読むことにより知識を得て、不安を安心に繋げていくという

のは知恵ある生活の仕方の一つでもあります。将来、医療人となる学生

の皆さんも、沢山の書物に触れ、「人間の生き方」と「人をケアするこ

と」の関心を高めてほしいと思います。大学に登校したら本学図書館に

立ち寄っていただき、新たな知の世界に触れ、「未知の知を愉しむ」こと

を共有しましょう。お待ちしています。 
 

【引用文献】 

1)大学図書館の整備について(審議のまとめ)—変革する大学にあって求められる大学図書館像—,科

学技術･学術審議会学術分科会研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会,2010. 

2)新時代の大学図書館,北川勝,特集･連載,-終-新時代の大学図書館これからの大学図書館の役割と世

界の事例,私立大学協会,教育学術新聞 

3)18 歳人口予測大学･短期大学･専門学校進学率地元残留率の動向,リクルート進学総研,マーケット

リポート,Vol58,11 号,2018. 

4)国立大「財政基盤」の危機 ! 「授業料」引上げにも影響しかねない財政審･財務省の「交付金」政

策,大塚憲一,今月の視点,旺文社教育情報センター,2016.http://eic.obunsha.co.jp/viewpoint/20

1601viewpoint/ 

5)大学図書館の機能･役割及び戦略的な位置づけ,文科省ホームページ, https://www.mext.go.jp/b

_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/attach/1301607.htm  

6)5 月貸出実績は前年同月比 526%!3 か月連続大幅増,図書館流通センター,ホームページ.https://

www.trc.co.jp/information/pdf/20200616_TRCrelease.pdf 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開幕を延期して 

いた「ロンドン･ナショナル･ギャラリー展」（図書館 

通信第 112 号で紹介）が会期を変更の上開催されることとなりました。東京会場では日時指定制が導入されます。 

詳しくは本展 HP をご覧ください。開催日程(東京)：6/18(木)～10/18(日)  公式 Twitter：@london_2020art/ 

展覧会公式サイト：https://artexhibition.jp/london2020/ お問合せ：03-5777-8600(ハローダイヤル) 

表 1. Ｔ Ｒ Ｃ 電子図書館サービス  貸出資料ラ ンキング（ 2020 年 5 月貸出） Ｔ ＯＰ １ ０

No  資料名 著者名 出版者 

1  かがみの孤城 辻村深月 ポプラ 社 

2  

 

漫画 君たちはどう 生き る か 吉野源三郎  

羽賀翔一  

マガジンハウ ス  

 

3  

 

学生時代にやら なく ても いい 20 

のこ と  

朝井リ ョ ウ  文藝春秋 

4  鍵のない夢を見る  辻村深月 文藝春秋 

5  

 

学校では教えてく れない大切なこ

と  12 ネッ ト のルー ル  

旺文社  旺文社 

6  いちにちぶんぼう ぐ  ふく べあき ひろ  

かわし ま ななえ  

PHP 研究所  

 

7  小説 秒速 5 センチメ ート ル 新海 誠 KADOKAWA 

8  小説 言の葉の庭 新海 誠 KADOKAWA 

9  

 

学校では教えてく れない大切なこ

と  13 勉強が好き に なる   

旺文社  

 

旺文社 

10  

 

こ の冬、 いなく なる 君へ  いぬじ ゅ ん 

Ｔ ａ ｍａ ｋ ｉ   

ポプラ 社 

※ 大日本印刷株式会社調べ 

https://www.trc.co.jp/information/pdf/20200616_ TRCrelease.pdf 

東東都都大大学学ヒヒュューーママンンケケアア学学部部図図書書館館長長就就任任ののごご挨挨拶拶  
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ヒヒュューーママンンケケアア学学部部  教教授授  大大学学院院設設立立準準備備室室長長  石石川川眞眞里里子子  

ロンドン･ナショナル･ギャラリー展 / 会期変更のお知らせ 
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新しいことを知る喜びを感じませんか？ 
～ 知識は生活を潤してくれます ～ 

１１..  おお寿寿司司のの歴歴史史  

 お祝い事や自分へのご褒美など、ハレの日にいただくご馳走とし

てお寿司を選ぶ方も多いことでしょう。日本におけるお寿司の歴史

は古く、今から 1300 年前の奈良時代にまで遡ることができます。

原型は「熟鮨（なれずし）」と呼ばれるもので、もともとはアジアか

ら保存食として伝わってきました。熟鮨とは「魚とご飯を塩で発酵

させた食べ物」のことで、現在ですと滋賀県の鮒鮨（ふなずし）が

有名でしょうか。当時、熟鮨は税として国に納められていたそうで、

この頃から日本人がお寿司好きだった様子がうかがえます。熟鮨は

やがて「箱寿司」や「押し寿司」等に姿を変え、江戸時代後期には

華屋與兵衛（はなやよへえ）という人物が「握り寿司」を誕生させ

ます（それまでも握り寿司を試みた人物が 

何名かいたそうですが、成功したのは與兵

衛氏が初めてだったと言われています）。與

兵衛氏は当時主流だった押し寿司に対し

「作るのに時間がかかる」「魚本来の味が損

なわれてしまう」など思うところがあり、

握り寿司の考案に踏み切ったそうです。目

の前でさっと握られ、手軽に食べられる握

り寿司は、当時のファストフードとして一

気に人気が高まり、今では江戸の四大大衆

食として知られるところとなっています。 日本の古典をよむ(4) 万葉集
（小島憲之ほか･著 /小学館）

22..  日日本本のの古古典典ををよよむむ③③万万葉葉集集  

 新元号「令和」の出典が『万葉集』であることは、皆さんのご記

憶にも新しいことと思います。『万葉集』は日本最古の和歌集ですが、

その成立の経緯は謎に包まれたままで、書名ですら誰がつけたのか、

どのような意味を持つのか、はっきりとは分かっていないそうです。

おおよその成立年代は奈良時代末頃、編纂者は大伴家持（おおとも 

のやかもち）と伝えられています。ただ、『万葉集』に収録されてい

る和歌の時代の幅広さや歌数の多さ（全 20 巻 4,500 余首）からみ

ると、大伴氏が 1 人で編纂したとは考えにくく、時代をこえた複数

人による作業の末、最終的に大伴氏がまとめたものと推測されてい

ます。和歌の詠み人は様々で、天皇や皇族のほか、官人や防人（さ

きもり）、遊女、乞食者（ほがいびと）まで 

多岐にわたります。また、収録されている

和歌のうち約 4 割が詠み人不明だそうで、

詠み手に関わらず心に響く良い歌を集めよ

うとしていた気持ちが伝わってきます。そ

して『万葉集』を語る上で忘れてはならな

いのが「ますらをぶり（男性的でおおらか）」

という歌風です。江戸時代の国学者･賀茂真

淵（かものまぶち）によって評されたもの

で、多くの歌人たちが理想とし目指した和

歌の精神だったと伝えられています。 読む寿司 オイシイ話 108 ネタ
（河原一久･著 /文藝春秋）

33..  腐腐女女医医のの医医者者道道！！  ４４..  京京野野菜菜のの魅魅力力  

 現役の外科医でありながら、漫画家としても活躍する「さーたり

さん」が自ら描くコミックエッセイ『腐女医の医者道！』。この作品

には、普段あまり知られていないリアルな外科医の日常が分かりや

すくコミカルに描かれています。オペの様子や女性医師あるあるの

ほか、「医者の仕事とは何か」「外科医として患者のためにできるこ

とは何か」を作者が深く思案する場面には、読者側も一緒に考えさ

せられます。実はさーたりさんは 3 人のお子さんをもつお母さんで

もあり、仕事と育児の両立に思い悩みながらも、医者として更なる

夢を追い続けている彼女の姿にはとても勇気付けられます。医療職

に就くべく学んでいる学生の皆さんにはもちろん、これから医療の

道へ進もうと考えている方や子育てをしなが 

ら働いているお母さん達にもお勧めの作品で

す。ちなみに医療ドラマでよく見かける「オ

ペ室に入る時は両手を胸より高く上げる」と

いう習慣は現実にはないそうです。また、手

術中に急な出血があった場合にはオペ室内が

騒然となるイメージがありますが、実際には

無言で粛々と処置が進められるそうです。お

医者様や病院がとても身近に感じられる 1 冊

です。ぜひご一読ください。 腐女医の医者道！
（さーたり･著/KADOKAWA）

 海が遠く、海産物の入手が困難だった京都では、野菜を中心とす

る食事が主流だったそうで、古くから野菜の栽培に力が注がれてき

ました。都として栄え、全国から宮廷や社寺に優良な野菜が献上さ

れるようになると、共にもたらされた品質の高い種や優れた栽培技

術よって品種改良が進められ、京都の風土に合った野菜作りが発展

していったそうです。錦かね松（京都･錦市場で最古参の八百屋さん）

の 3 代目主人である上田耕司さんは『もっと知りたい京野菜』の中

で、代表的な 34 種類の京野菜についてその歴史や美味しい食べ方を

ご紹介くださっています。賀茂なすや九条ねぎ、聖護院かぶら、鹿

ケ谷かぼちゃ等、皆さんもどこかで耳にしたことがあるのではない

でしょうか。さて、京野菜は無農薬野菜の 

元祖としても知られていますが、最大の魅

力は何といっても「旬を大事にしている」

ところでしょう。いまは様々な技術によっ

て季節に関係なく色んな野菜が手に入るよ

うになりましたが、旬や季節性が重んじら

れている京野菜は、一番美味しく栄養価の

高い時期にいただくことができます。季節

ごとに登場するその時期限定の京野菜たち

は、京料理から京都の家庭料理までを瑞々し

く彩っています。 
もっと知りたい京野菜

（上田耕司･著/淡交社） 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

                                           

昨年度まで看護学科 4 年生を対象に実施しておりました附属図書館アンケートですが、本年度は深谷キャンパスの全学部、全学

年を対象に実施致しました。ご協力くださった学生さんは総勢 445 名。皆さんが日頃図書館をどのように利用されているか、ど

のような要望をお持ちか、図書館通信をご存じか、そして選書ツアーやラーニングコモンズ、ビブリオバトル等についてもお伺い

しています。ご協力くださった学生の皆さん、ありがとうございました。では、アンケートの一部をご紹介いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附附属属図図書書館館アアンンケケーートトへへののごご協協力力ををあありりががととううごござざいいままししたた    

特特別別展展「「法法隆隆寺寺金金堂堂壁壁画画とと百百済済観観音音」」 

スラリとした立ち姿に静かな微笑み。その穏やかな

姿を目にするだけで心が安らぐのはなぜでしょう

か。奈良･法隆寺が所蔵する国宝「百済観音」（正式

名称「観音菩薩立像」）は、昭和初期まで法隆寺金堂

内に安置されていました。1997 年にはルーブル美

術館で公開され、今では世界中の人々を魅了してい

ます。そして今回、実に 23 年ぶりに東京で公開さ

れることとなりました。この背景には「大きな災害

の度重なる昨今、火災や廃仏毀釈など苦難の歴史の

中、人びとに守り継がれ、救済の意味をもつ百済観

音にお出ましいただくこととなりました」と百済観

音像の公開を決断した故･大野玄妙さん（法隆寺第

129 世住職･聖徳宗第 6 代管長）のご意思がござい

ます。奇しくも新型コロナウィルスが猛威を振るう

今日。1 日も早く平穏な日々が訪れますことを心か

ら願うばかりです。 
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会場：東京国立博物館 本館 特別 4 室・特別 5 室（〒110-8712 東京都台東区上野公園 13-9） 会期：開幕日未定～

5 月 10 日（日） 開館時間：午前 9 時 30 分～午後 5 時（金曜・土曜は午後 9 時まで）※入館は閉館の 30 分前まで 休

館日：月曜日 ※3 月 30 日(月)、5 月 4 日(月・祝)は開館  観覧料（当日券）：一般 1,200 円/大学生 600 円/高校生

400 円 ※中学生以下無料。※障がい者とその介護者 1 名は無料（入館の際に障がい者手帳等をご提示ください）/ お問

合 せ ： 03-5777-8600( ハ ロ ー ダ イ ヤ ル ) / 公 式 Twitter ： @horyujikondo / 展 覧 会 公 式 サ イ ト ：

https://horyujikondo2020.jp/ 

古古文文書書のの虫虫干干ししををおお手手伝伝いいししててききままししたた 

東都大学附属図書館

（幕張分館）には古文

書が多数保管されて

います。カビや害虫を

防ぐために 1 年に１

回虫干し作業を行っ

ていますが（直接日光

に当てないように陰

干しする作業です）、

取り扱いに慎重を要

しますため毎年とて

も緊張します。古くか

ら伝わる貴重な資料を扱えますことは図書館員

としてこの上なく有難い経験かと存じます。古文

書は漢文のイメージが強いですが、図や絵が描か

れている資料も多々あり、親しみが湧きます。 
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（左）国宝 観音菩薩立像（百済観音） 飛鳥時代・7世紀 法隆寺蔵 通期 写真飛鳥園
パパンンジジーー  

少しうつむき加減に咲く花の姿

が考える人のように見えること

から、フランス語の「パンセ（思

う、考える）」に由来し「パンジ

ー」という名前がついたそうで

す。鮮やかな色合いは、私たちに

元気を与えてくれます。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般入試

春分の日
一般入試

蔵書点検 蔵書点検 蔵書点検
（蔵書点検中

のため）

（蔵書点検中
のため）

学位授与式

22 23 24 25 26 27

蔵書点検 蔵書点検

29 30 31

28

蔵書点検 蔵書点検 蔵書点検 蔵書点検 蔵書点検

21

蔵書点検

15 16 17 18 19 20

148 9 10 11 12 13

2020年3月 開館スケジュール
日 月 火 水 木 金 土

761 2 3 4 5
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インターネットサーフィンの時間を読書に充ててみませんか 
～ 時にはじっくり本と向き合ってみましょう ～ 

1. あかはなそえじ先生  

 皆さんはホスピタル･クラウンという職業をご存知でしょうか。

ホスピタル･クラウンとは病院で活動する道化師のことで、病院や

家で療養中の子どもたちに会いに来てくれる人たちです。院内学級

（病院内にある教育施設）の先生でありながら、ホスピタル･クラ

ウンとしても活躍する副島賢和（そえじままさかず）さんは、病気

や入院で不安を抱えている子どもたちに日々向き合い、「子どもた

ちが自分自身でいられるための安心な場所づくり」に努めていらっ

しゃいます。副島先生ご自身も教師になられてから入退院を繰り返

した時期があったそうですが、この時「自分は不幸で、幸せは病院

の外にある」と思っていたそうです。しかし、これでは「療養中の

子どもたちも不幸だということになる」と 

考え、思いを改めたそうです。子どもたち

にとって「学ぶことは生きること」。学ぶこ

とで得られる前向きな気持ちは、つらい治

療に立ち向かうエネルギーになるそうです。

副島先生の授業は笑顔が絶えず愛に溢れて

います。そして何より先生の子どもたちに

対する目線がすごく優しくて温かいのです。

この本には「こんな子どもたちがいること

を知ってほしい」という副島先生の願いが

込められています。胸が熱くなる 1 冊です。 日本の古典をよむ② 日本書紀(上)
（小島憲之ほか･著 /小学館）

2. 日本の古典をよむ② 日本書紀 

 『日本書紀』は『古事記』と併せて「記紀」と呼ばれ、いずれも

天武天皇の命令によって作られました。ともに古代日本を今に伝え

る貴重な書物となっています。『日本書紀』の編纂は川島皇子（か

わしまのみこ）や忍壁皇子（おさかべのみこ）らに始まり、最終的

に舎人親王（とねりしんのう）が受け継ぎ、720 年に完成しました。

編纂期間はおよそ 39 年。巻数は実に 30 巻にも及びます。約 4 ヶ

月で完成した『古事記』（全 3 巻）と比べるとその規模の大きさが

うかがえます。『古事記』が国内向けの私史であるのに対し、『日本

書紀』が国外向けの正史であることは前号でもお話しましたが、ほ

かにも異なる点がいくつも存在します。例えば記述形式です。『古

事記』が変体漢文体という漢字の訓読みと 

音読みを交えた日本文で書かれているのに

対し、『日本書紀』は当時の国際語であった

漢文体で書かれています。また神代（じん

だい）に関する記述では、『古事記』が全 3

巻中 1 巻を占めているのに対し、『日本書

紀』では 30 巻中 2 巻のみとその割合は少

ないです。では何故「記紀」が編纂された

のか？ それは当時、天皇を中心とする国家

を確立するにあたり、理論的な裏付けが必

要になったためと考えられています。  あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ
（副島賢和･著/学研教育みらい） 

3. ハリウッドスターも認めた一流のおもてなし ◇◆ 休館のお知らせ ◇◆  

 帝国ホテルのサービスは世界一流と呼び声が高いですが、いわゆ

る業務マニュアルのようなものは一切存在せず、100 年以上に渡り

受け継がれている「帝国ホテル精神」によってその質が保たれてい

るそうです。同ホテルに勤務していた川名幸夫さんの著書『帝国ホ

テル 伝統のおもてなし』には帝国ホテル流のサービスがいくつも紹

介されていますが、「基本に忠実であること」「常に誠実であること」

「お客様の視点に立つこと」など当たり前ことのようであるものの、

「常にそうある」ことは帝国ホテルに勤務している方々の高いプロ

意識があってこそと思われます。では、帝国ホテルにまつわる有名

なエピソードをひとつご紹介しましょう。 

俳優のキアヌ･リーブス氏は映画『JM』の

中で、カーチェイスの末泥だらけになった

自身のワイシャツを見てこんな台詞を発し

ています—「東京の帝国ホテルでやってく

れるようなランドリーにシャツを出した

い」。これは当初の台本にはなかったキアヌ

氏のアドリブだそうで、彼が帝国ホテルの

ランドリーサービスをとても気に入ってい

る様子がうかがえます。ハリウッドスター

をも虜にした帝国ホテルのサービスは、日

本が誇る極上のおもてなしと言えますね。 

帝国ホテル 伝統のおもてなし
（川名幸夫･著/日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ）

出版社品切れ・重版未定 

 

大学行事や蔵書点検に伴い、3 月は下記の通り休館します。 

利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、 

何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

＊「蔵書点検」とは、図書館の本が無くなっていないか、請求番号どおりに本が

 配列されているか等を調査する期間です。本のバーコードを 1 冊ずつ読み取る

 地道な作業ですため、どうしてもまとまった期間のお休みが必要となります。

 ご不便をおかけしますが、何卒ご理解頂けますと幸いでございます。 



 

 
 

 

                             
 
 

 

図書館の仕事に携わっていながら大変お恥ずかしい話ですが、私は学生の頃から歴史や古文がとても苦手

で、有名な古典文学さえまともに読まずにこれまで過ごして参りました。図書館通信第 89 号で須田利佳子先

生が『源氏物語』についてその魅力をご紹介くださった時は、古典文学の言葉の響きにまで面白さを感じてい

らっしゃる先生に尊敬の念を抱きました。そんな私に転機が訪れたのはちょうど１年位前です。歴史をほとん

ど勉強してこなかった自分に不安を覚え、ただ漠然と日本史を勉強したいなと考えていた時、たまたま目にし

た「歴史を学ぶには漫画が良い」という新聞記事に背中を押され、『日本の歴史』（角川まんが学習シリーズ）

を読み始めました。苦手だったはずの歴史が面白いように頭に入ってくる感覚は非常に気持ちがよく、歴史

を学ぶ楽しさを体感しました。『日本の歴史』を読み終えた頃、ある学生さんから『あさきゆめみし』（紫式

部･原作／大和和紀･著）という作品を紹介されました。これは古典学習のバイブルとも称される漫画版『源氏物語』で、学習漫画 200

選にも選ばれているそうです。作品の存在は知っていたものの読んだことがなかった私は、学生さんが夢中で読破したという感想に

心を動かされ、さっそく読ませていただくことにしました（貸してくださった学生さん、ありがとうございました）。感想はひと言—

「源氏物語って面白い！！」。原作者である紫式部の創作力の素晴らしさはもちろんですが、大和和紀さんが描く源氏物語の風景は非

常に優美で読者を陶酔させます。「古典文学は硬いもの」という私の勝手な思い込みは『あさきゆめみし』によって払拭され、同時に

「古典をもっと読んでみたい」という新しい興味の扉が開かれました。様々な古典を読み進めると、非常に身近で読みやすい内容の

ものが多いことに気づかされます。例えば清少納言が書いた『枕草子』には、彼女が中宮定子に仕えていた頃の出来事や日々感じた

こと等が綴られていますが、千年前に書かれたとは思えないほど瑞々しく、共感できるエピソードがたくさん記されています。また、

菅原孝標女（すがわらのたかすえのむすめ）が書いた『更級日記』には作者の幼少期から約 40 年間にわたる出来事が綴られていま

すが、源氏物語を読みたくてたまらなかった少女時代の作者の様子はとても可愛らしく、何よりそれほど前から人々を魅了し続けて

いる源氏物語のすごさに感服します。最近読んだ中では、（古典ではありませんが）『もしも紫式部が大企業のＯＬだったなら』（井上

ミノル･著／創元社）という作品が非常に面白かったです。この本には紫式部や清少納言、そして彼女らをとりまく人々の性格や人間

模様がわかり易く丁寧に描かれていて、これまで知らなかった彼女たちの意外な一面を知ることができます。紫式部は宮仕えに入っ

てすぐに人間関係に頭を悩ませ、5 ヶ月間も家に引きこもってしまったそうですし、清少納言は非常に聡明でありながら、自身の容

姿にコンプレックスを抱いていたそうです。この本を通して彼女たちの人間らしい側面を垣間見たのと同時に、「人間って千年前もい

まも変わらないんだなぁ」という思いが頭を巡りました。歴史と古典文学が身近になった今、私の生活には大きな変化がもたらされ

ています。特に実感するのは「旅の深さ」です。本を読んでからその物語や作者に縁のある場所へ足を運ぶと、感動はこれまで以上

に大きく、何より自分自身が満たされているのがわかります。そして、もっと色々なことを知りたいという衝動に駆られ、本を次々

と読みたくなります。苦手だった歴史や古典文学にこれほどまで夢中になるとは自分でも驚くばかりです。 

 本は私たちに大きな潤いを与えてくれます。「なんとなく面白そう」「タイトルに惹かれる」「表紙が可愛い」等、気になった本はど

んどん開いてみてください。それらの本こそ、自分さえ知らなかった「夢中になれる何か」へと貴方を導いてくれるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『ああささききゆゆめめみみしし』』～～古古典典文文学学ののイイメメーージジをを 118800 度度変変ええたた漫漫画画版版『『源源氏氏物物語語』』～～    

ロロンンドドンン･･ナナシショョナナルル･･ギギャャララリリーー展展 

 ロンドン･ナショナル･ギャラリーは 1824 年に設立された英国の

美術館で、世界屈指の美の殿堂として知られ、その幅広く質の高いコ

レクションは「西洋絵画の教科書」とも称されています。同館がまと

まった数の作品を国外へ貸し出すことは、200 年近い歴史の中で 1

度もなかったことですが、この度世界初となる大規模所蔵作品展が日

本で開催されることとなりました。今回来日するすべての作品が日本

初公開で、あのゴッホの「ひまわり」も来日します。本展ではこの珠

玉のコレクションからイギリスとヨーロッパ大陸の交流という視点で

歴史を紐解き、西洋絵画史の全体を眺めていきます。いずれの作品も

世界最高級といえる稀有な展覧会です。ぜひお見逃しなく。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 2 月 26 日発行 （第 112 号） 

会場：国立西洋美術館（東京・上野公園）〒110-0007 東京都台東区上野公園 7-7  会期：2020 年 3 月 3 日（火）～6 月 14 日（日） 開館時間：午前 9

時 30 分～午後 5 時 30 分 ※金曜日、土曜日は午後 8 時まで ※入館は閉館の 30 分前まで 休館日：月曜日 ※ただし、３月 30 日と５月 4 日は開館  観覧

料（当日券）：一般 1,700 円/大学生 1,100 円/高校生 700 円 ※中学生以下は無料。※心身に障害のある方と付添者 1 名は無料（入館の際に障害者手帳をご提示

ください）。/ 展覧会公式サイト：https://artexhibition.jp/london2020/ 公式 Twitter：@london_2020art /お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

早早咲咲きき白白梅梅 

青空に映える満開の白梅。

メジロが何羽か遊びに来

ていましたが、残念ながら

その姿をカメラに収める

ことはできませんでした。

ちょこちょこと動く姿がと

ても可愛らしかったです。

司司書書  長長塚塚香香織織 

あさきゆめみし完全版 (１) 
（大和和紀･著/講談社） 

（左）フィンセント・ファン・ゴッホ 《ひまわり》 1888年 ⒸThe National Gallery, London. Bought, Courtauld Fund, 1924 

第 112 号 2020 年 2 月 26 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 1 月 25 日発行 （第 111 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

2020 年が本に囲まれた１年になりますように 
～ 医学や看護、栄養以外の分野もどんどん読みましょう ～ 

11..  『『聞聞きき書書  埼埼玉玉のの食食事事』』  

 年が明けて早くも１ヶ月が経とうとしています。お正月に美味し

い食事を召し上がった方も多いと思いますが、そろそろ日常の食生

活に戻っていらっしゃる頃でしょうか。さて、年明け１冊目に紹介

致しますのは、食生活に関する図書『日本の食生活全集全５０巻』

です。この全集は昭和初期頃に台所を預かっていた主婦の方々を中

心に取材をし、都道府県ごとに当時の食生活の様子をまとめたもの

で、各地域の季節ごとの日常食や行事食などが紹介されています。

読んでいると、昔おばあちゃんの家に遊びに行っていた頃のことが

思い出されたりして、懐かしく温かい気持ちになります。料理のほ

か、各都道府県の特産･名産に関する記述もあり、埼玉県の巻では深

谷ねぎや川越いもが紹介されています。深 

谷ねぎはやわらかくて甘みがあり、白い部

分が長いのが特徴ですが、なぜ「深谷ねぎ」

と呼ばれるようになったのでしょうか。そ

れは、「深谷駅から東京市場へ出荷されてい

たから」なのだそうです。東京市場への出

荷は明治末頃に始まったそうですが、当時

の輸送方法はトラックではなく貨車であっ

たため、最寄の深谷駅から出荷されていた

そうです。これが「深谷ねぎ」という名の

由縁であり、現在ではブランドねぎとして

全国にその名を響かせています。 

２. 日本の古典を読む① 古事記 

 日本最古の歴史書である『古事記』は、第 40 代天武天皇の時に

発案されました。当時、各地に伝えられていた天皇の系譜や歴史、

そして神々の物語には誤りが多かったため、正しい伝えを選び定め

る必要があると考えた天武天皇は、舎人（とねり：天皇の側仕え）

であった稗田阿礼（ひえだのあれ）に命じ、正しい伝えを暗唱させ

たのが始まりとされています。天武天皇が崩御した時に一旦『古事

記』の編纂事業は中断されますが、第 43 代元明天皇の時に再開さ

れ、最終的に太安万侶（おおのやすまろ）が書物にまとめて、712

年に完成しました。『古事記』と同時期に編纂された歴史書に『日本

書紀』がありますが、両者は合わせて「記紀」と呼ばれ、お互いを

補い合うような存在になっています。この 

2 つ、実は似て非なるもの。一番の違いは

『古事記』が国内向けに書かれた私的な書

物であるのに対し、『日本書紀』は国外向け

に書かれた正史（国家が編纂した正式な歴

史書）だというところでしょう。実際に『古

事記』を読むと、歴史書という印象は少な

く、むしろ神話や伝承を素材にした高度な

文学作品という感想を持ちます。神様たち

が織り成す壮大な物語は、きっと皆さんを

魅了することでしょう。 日本の食生活全集11  聞き書 埼玉の食事
（深井隆一 他･編/農山漁村文化協会）

4. 歌手･小林幸子著書『ラスボスの伝言』 ３. インスタントラーメンは日本が生んだ世界食です  

 インスタントラーメン第 1 号である「チキンラーメン」は、日清

食品を創業した安藤百福（あんどうももふく）さんによって発明さ

れました。終戦後の食事情を懸念した安藤さんは、日本人が好む麺

類を普及させるべく、力の限りを尽くして研究を重ねたそうです。

そして 1958 年 8 月 25 日、安藤さんが求めていた「安くておいし

い」「調理に手間がかからない」「安全で衛生的」「保存性がある」と

いう要素をすべて兼ね備えた魔法のラーメン「チキンラーメン」が

誕生しました。「お湯をかけて 2 分間」というキャッチコピーは消費

者の心を掴み、記録的な大ヒットとなったそうです。その後、1971

年 9 月には「カップヌードル」が発売され 

ますが、コップのような発泡スチロール容

器に入った奇想天外な即席めんは、かなり

高額だったこともあり、売れ行きに伸び悩

んだそうです。しかし、ある出来事をきっ

かけに風向きが変わります。浅間山荘事件

です。事件が連日テレビ中継される中、機

動隊員がカップヌードルを食べる姿が映し

出されると、視聴者は関心を寄せ、そこか

ら爆発的に売れ出したそうです。奇しくも

歴史的事件が広告媒体となったカップヌー

ドルは、今や世界中で人気を博しています。 

 皆さんは「小林幸子」という歌手をご存知でしょうか。小林さん

はダブルミリオンを記録した大ヒット曲をもち、ＮＨＫ紅白歌合戦

の豪華衣装などで話題を集めた国民的歌手です。最近では若い世代

の方から「ラスボス」という愛称で親しまれています。テレビでみ

る小林さんは、いつも明るく仕事を楽しんでいらっしゃる姿が印象

的ですが、実は歌手生命を絶たれてしまうかもしれないほどの危機

を迎えたことがあったそうです。つらいことがあっても小林さん流

の考え方で、大きな壁をいくつも乗り越えていらっしゃったとか。

この本では、小林さんが人生をより良く楽しく過ごしながら、大き

な幸せを招くために心がけているルールを 

記してくださっています。「ライバルは常に

過去の自分」「自分の機嫌は自分で取る」「な

んでも新たなことに挑戦してみれば、目の

前の風景はどんどん広がる」－いくつもの

胸に響く言葉が小林さんの直筆で紹介され

ています（とても達筆です）。カラリとした

明るい本で、読み終えた後は清々しい気持

ちになります。創意工夫しながら人生を楽

しんでいらっしゃる小林さんの生き方に、

あなたも触れてみませんか。 

 

インスタントラーメンのすべて
（日本即席食品工業協会･監修/日本食糧新聞社）

日本の古典をよむ① 古事記 
（山口佳紀，神野志隆光･校訂･訳/小学館）

 

ラスボスの伝言 
（小林幸子･著/小学館） 



 
 

 

                              
 
 

 

  

 私はこれまで，栄養士を目指す学生と長く接してきました。学生たちになぜ（管理）栄養士になりたいと思っ

たのかを聞くと，たいがいはこちらが予想する答えなのですが，何人か「小中学校のときの給食がまずかった，

あんなものを子どもに食べさせるなんてひどい，自分が栄養士になって子どもにもっとおいしい給食を提供でき

るようになりたいと思った」と答える人がいました。へぇ，まずい食べ物の影響力ってすごいなと印象に残って 

いたのですが，この原稿を書くにあたってそのことをふと思い出しました。世に美味しいものの本はたくさんあ

るけれど，まずい食べ物（いわゆるゲテモノではなく）を扱った本ってあるんだろうか。 

 おいしいかまずいかを評価しているのは脳ということになりますが，おいしさを感じるメカニズムがかなり解明されている一方，

まずいと感じるメカニズムは完全には分かっていないようです。『食品と味』（伏木亨編著，光琳）によると，食品のまずさには，生

得的・本能的なまずさと後天的な学習や情報によるまずさに大別できるとのことですが，人の場合，個人の食経験や慣れがおいしい

まずいに大きく影響しているために味の評価が多様になってしまうので，味の科学的な研究にはまだまだ多くの課題が残されています。 

 本の話に戻ると，まずい食べ物の話に特化した本はあまり見当たりません。有名な小泉武夫先生の『不味い！』（新潮社）と言う本

は，いろいろなところで食べたまずいものが，いかにまずかったのか恨みにも似た気持ちを込めてそれはそれは細かく描写されてい

ます。「そうそう」と思うところもあれば，「そうかなあ」と思うところもあり，やはりおいしいまずいは個人差があるなあと思いま

した。もう一つ，ちょっと古いですが西原理恵子さんと神足裕司さんの『恨ミシュラン』（朝日新聞社）もあります。まずさの描写は

こちらの方が過激です。でもどちらも食べること，食べ物に対する執着がものすごい人が書いているので，恨み言が書かれていると

はいえ楽しく読めます。 

 私のいちばんまずかったものは，塩クジラを入れたみそ汁です。作った本人（母）が失敗だったと認めています。30 年以上経って

いるのに家族みなおぼえているので，ある意味思い出の味です。まずいものの記憶がいつまでも残るのは有害なものを二度と摂取し

ないための本能らしいですが，確かにもう一生食べないだろうと思うくらい，味やにおいを鮮明におぼえています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今今ままでで食食べべたた中中でで““11 番番美美味味ししくくななかかっったた食食べべ物物””はは何何でですすかか？？  

ハハママススホホイイととデデンンママーークク絵絵画画 

 幸福の国として知られるデンマークで

は「ヒュゲ（hygge）」という価値観が重

んじられています。ヒュゲとは「くつろい

だ、心地よい雰囲気」という意味で、これ

はデンマーク絵画にも深く息づいていま

す。デンマークを代表する画家ヴィルヘル

ム･ハマスホイは、西洋美術が華々しく展

開する時代に静謐な世界を描き続け、独自

の絵画を追求しました。彼は同時代に活躍

した画家の中でも異彩を放ち、17 世紀オ

ランダ風俗画の影響が認められることか

ら「北欧のフェルメール」とも称されてい

ます。時代遅れと揶揄され、一時はデンマ

ークでもその存在を忘れられましたが、近

年、ハマスホイの評価は世界的に高まりつ

つあります。本展はハマスホイ作品の約 40 点が一堂に会するほか、19 世紀に生み出され

たデンマーク名画の数々を日本で初めて本格的に紹介する貴重な展覧会です。皆さん、こ

の機会をぜひお見逃しなく。ヒュゲ文化がつまった珠玉の作品をご堪能ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2020 年 1 月 25 日発行 （第 111 号） 

会場：東京都美術館（〒110-0007 東京都台東区上野公園 8-36）  会期：2020 年 1 月 21 日(火)～3 月 26 日(木)

開室時間：9：30～17：30（夜間開室：金曜日、2 月 19 日(水)、3 月 18 日(水)は 9：30～20：00） ※入室は閉

室の 30 分前まで  休室日：月曜日、2 月 25 日(火) ※ただし、2 月 24 日(月・休)、3 月 23 日(月)は開室  観覧

料（当日券）：一般 1,600 円/大学生･専門学校生 1,300 円/高校生 800 円/65 歳以上 1,000 円 ※中学生以下は無

料 ※身体障害者手帳･愛の手帳･療育手帳･精神障害者保健福祉手帳･被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1

名まで）は無料 ※いずれも証明できるものを持参 特設 WEB サイト： https://artexhibition.jp/denmark2020/ 展

覧会ツイッター：@denmark_2020 お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

寒寒椿椿？？  山山茶茶花花（（ささざざんんかか））？？ 

鮮やかな紅色に目を奪われ、思わずシャッターを押

しました。大学の中庭でひたむきに咲くこの花は、

寒椿でしょうか。それとも山茶花(さざんか)でしょう

か。図鑑や事典で調

べますと、花の大き

さや開花時期などに

違いがあるようです

が、専門家でも見分

けるのが難しいそう

です。いずれにして

も、冬の景色に彩り

を与えてくれる可愛

らしい存在です。 

        管管理理栄栄養養学学部部  講講師師  高高橋橋朝朝歌歌 

不味い！ 

（小泉武夫･著/ 新潮文庫･刊）

呼呼吸吸法法でで集集中中力力をを高高めめままししょょうう 

終講試験や看護師･保健師･助産師国家試験に向

けて、図書館で毎日朝早くから勉強している学生

さん達の姿を目にしております。皆さんの努力が

実を結びますことを心よりお祈り申し上げます。

呼吸を整えると頭がスッキリして、集中力が高ま

るそうです。オススメは「丹田呼吸法」。まず、お

へその下にある丹田(たんでん)という所を意識し

ながら、3 秒で鼻から息を吸い、3 秒間息を止め

ます。その後、15 秒かけて鼻からゆっくり息を

吐いていきます。自律神経を整え気持ちが落ち着

き、直感力が高まる効果もあるそうです。 
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（上）ヴィルヘルム・ハマスホイ 《寝室》 1896年 ユーテボリ美術館蔵  

Gothenburg Museum of Art, Sweden © Photo: Hossein Sehatlou 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

 年末年始も本と一緒に  
～ 読書をしながらの年越しもいいものです ～ 

11..  深みある人生へと導いてくれる「読書」  

 斎藤孝先生が書かれた『読書する人だけがたどり着ける場所』（SB

新書）を読むと、読書がいかに自分の人生に影響を与えるかが非常

によくわかります。「いますぐ本を読まなくちゃ」、そんな気持ちに

させてくれる本です。皆さんは何かを調べる時に 初のツールとし

てインターネットを使いますか？ それとも本を読みますか？ イン

ターネットで調べることと読書との差は「深さ」にあるそうです。

前者が「浅瀬（海の浅い所）で貝殻を拾っている感覚」であるのに

対し、後者は「海に深く潜り込んでいく感覚」だと同書で述べられ

ています。ある事象についてすばやく広く知るにはインターネット

は非常に便利ですが、じっくり向き合うに 

は読書が 適です。例えば知りたい何かに

ついて本を読み、その本の中で興味を引く

何かがあったら次はそれに関連する本を読

んでみましょう。次々と本を読み進めてい

くと興味や知りたいことがどんどん増え、

本がない生活が考えられないくらい読書の

面白さにはまることでしょう。読書によっ

て偉人の教えに触れたり、歴史を追体験す

ることもできます。これってすごく贅沢な

ことだと思いませんか？ 読書は人生を深

くする も身近な手段です。本という知識

の海へさっそく潜り込んでみましょう。 

サンタクロースっているんでしょうか？
（中村妙子･訳/東逸子･絵/偕成社）

◇東都大学「学生が選んだおすすめ本」展示開催中◇ 
場所：紀伊國屋書店新宿本店 7F 期間：12/8(日)～20(金)  

2. 『サンタクロースっているんでしょうか？』 

 標題は絵本のタイトルですが、12 月に縁のある本を紹介しよ

うと探していたところをたまたま本屋さんで見つけました。お恥

ずかしながら今回初めて知ったのですが、長く読み継がれている

有名な絵本だそうで、ご存知の方も多くいらっしゃることと思い

ます。この本は今から 100 年以上前にアメリカ合衆国のニュー

ヨーク・サン新聞に寄せられたある少女の質問がきっかけとなり

出版されました。「サンタクロースって、いるんでしょうか?」—

この少女の質問に真摯に向き合い、同新聞の社説に掲載された優

しく丁寧な回答が大きな反響を呼び、絵本として取り上げられま

した。「目に見えるものだけがすべ 

てではない、目に見えないものこそが

本当の本当。」－子供だけでなく大人

の心にも響く美しい内容です。大人に

なるとともに忘れかけていた大切な

何かに改めて気づかせてくれる絵本

だと思います。クリスマスプレゼント

に悩んでいる方がいらしたら、この絵

本を贈ってみてはいかがでしょうか。

家族やお友達と大切な何かについて

語り合うクリスマスも、また素敵かも

しれません。 読書する人だけがたどり着ける場所
（齋藤孝･著/ＳＢクリエイティブ）

このたび紀伊國屋書店様のご厚意により、東都大学「学生が選んだおすすめ本」と題

して学生推奨本や手作りの POP（本を紹介するカード）を紀伊國屋書店新宿本店内に展

示させていただいております（場所：7F 学習参考書フロア、期間：12/8(日)～20(金)）。

これは 9 月に実施した『学生選書ツアー』に続く企画で、本学以外にも青山学院大学、

法政大学、明治大学など首都圏を中心とする多くの大学が入れ替わりで展示を行ってい

るそうです。誰もが知る「紀伊國屋書店新宿本店」に東都大学の看板や学生たちが作っ

た POP が展示されていることは非常に素晴らしいことで、実際に書店へ足を運び展示を

目にした時には、思わず目頭が熱くなりました。今回の展示のために学生たちが作った

POP は、書店様から「今までの展示の中でも 優秀」との評価をいただき、たいへん喜

ばしく思っております。お時間がありましたら是非お立ち寄りいただき、力作揃いの POP

をご覧くださいませ（同じフロアには「東京の女子大学学生が選んだおすすめ本」のコ

ーナーも設置されています。こちらにも、思わず本を手にとってみたくなるような魅力

的な POP がたくさん展示されています）。今回の展示に際し、ご提案ならびにご協力く

ださいました紀伊國屋書店の皆様、POP を作ってくれた学生の皆さん、そしてご多忙中

にもかかわらず 後まで細やかなご指導をくださいました図書館運営委員の先生方、本

当にありがとうございました。書店での展示が終了した後は図書館内「イチオシ本コー

ナー」に本や POP を飾らせていただく予定です。こちらもぜひご覧くださいませ。 

 ★図書館では皆さんからの POP を随時募集しています。本を読んで「面白い！」「皆

に薦めたい！」と思ったら POP を書いてみませんか？ POP を書くことは、自分の思考

力を深めることにもつながります。皆さんの素敵な POP をお待ちしています。 



 

 
 

 

                            
 
 

 

  

2019 年のノーベル経済学賞受賞者による一般向けの著書である。原題は”POOR ECONOMICS  A 

Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”で、2011 年に刊行されている。日本語

版は 2012 年の刊行である。「貧困の経済学」ではなく、（挑発的ともとれる）「貧乏人の経済学」であ

るのは、「人」に焦点が当てられているからだ。本書冒頭の「はじめに」では、以下の様な記述がある。

「貧乏な人の経済学(poor economics)は、貧困の経済学(the economics of poverty)と混同される

ことがあまりに多いのです。貧乏な人はあまり物を持っていないから、その経済的な存在について興味

深いことは何もないと思われがちです。残念ながら、この誤解は世界の貧困に対する戦いをひどくダメ

なものにしてしまいます。・(中略)・先に進みたいなら、貧乏人をマンガの登場人物に還元する癖を捨

てて、本当にその生活を、複雑さと豊かさのすべてにおいて理解するだけの手間暇をかけるところから

始 め な く て は 。」（ 英 字 部 分 は 著 者 の ウ ェ ブ ペ ー ジ http://web.archive.org/web/2019 ０

409024633/http://www.pooreconomics.com/about-book/excerpt より、下線は評者）また、次の様な記述もある。「貧乏人は、他

のみんなと比べて合理性に劣るわけでもありません—その正反対。まさに持ち物があまりに少ないからこそ、彼らは選択をきわめて

慎重に考えることが多いのです。生きるだけでも、高度なエコノミストにならなくてはやっていけないのです。」（下線は評者）貧困

とされている世界の人々がどのような合理的判断を行っているのかは、本書の各章で詳述されている。一見不可解な行動も、その現

場の文脈に沿ってみれば理にかなった行動であることが理解できる。そして、貧困削減を進めるために、著者らは、RCT(ランダム化

比較試験)を活用する。どんな介入が実際に効果的なのかを RCT によって判断する。（RCT については、「公衆衛生学」や「疫学」の

授業で説明した通りです。）薬学や臨床疫学の手法を途上国支援という分野へ応用したのだ。そのような個別的で地道な実証を通じて、

貧困削減を一歩一歩進めることができる、と著者らは主張する。そして、 後に、次の様な「冷酷とも取れる発言」(「訳者解説」よ

り)で本書は終わっている。「貧困をまちがいなく根絶してくれるようなレバーもありませんが、それがないことを認めれば、時間が

こっちの味方についてくれます。貧困は何千年も人類とともにありました。貧困の終わりまでにあと五十年か百年待たねばならない

のであれば、それはそれで仕方ないことです。少なくとも、何か簡単な解決策があるようなふりはやめられますし、世界中の善意の

人々—政治家たちや官僚、教師や NGO のワーカー、学者や起業家たち—とも手を結べるようになります。彼らとともに、大も小も

いろんなアイデアを探求することで、いずれだれも 1 日 99 セント以下で暮らさなくてすむ世界に到達できるのです。」これは、世

界の貧困問題に限らず、世の様々な問題についても同様のことが言えるのではないだろうか。本書を読むことで、自分の身近な問題

についても様々な示唆を誰もが得られると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「貧貧乏乏人人のの経経済済学学  ももうういいちちどど貧貧困困問問題題をを根根っっここかからら考考ええるる」」  
A・V・バナジー＆E・デュフロ 著／山形浩生訳 みすず書房 

日日本本･･ハハンンガガリリーー外外交交関関係係開開設設 115500 周周年年記記念念ブブダダペペスストト国国立立西西洋洋美美術術館館＆＆  ハハンンガガリリーー･･ナナシショョナナルル･･ギギャャララリリーー所所蔵蔵  

ブブダダペペスストト——ヨヨーーロロッッパパととハハンンガガリリーーのの美美術術 440000 年年 

 ハンガリー 大の美術館であるブダペスト国立

西洋美術館とハンガリー･ナショナル･ギャラリー

のコレクション展は日本では実に 25 年ぶりの開

催となります。今日ハンガリーで も愛されている

名画《紫のドレスの婦人》（左）を描いたシニェイ・

メルシェ・パールのほかハンガリー近代美術を代表

する画家たちの名作が 35 点も出展され、大変見応

えのある展覧会となっております。日本ではあまり

目にすることのできない珠玉の作品群を、この機会

にぜひご覧ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 12 月 17 日発行 （第 110 号） 

会場：国立新美術館 企画展示室 1E（東京・六本木）  会期：2019 年 12 月 4 日（水）－2020 年 3 月 16 日（月） 開

館時間：10：00－18：00（毎週金・土曜日は 20：00 まで）※入場は閉館の 30 分前まで 休館日：毎週火曜日、年末年始

2019 年 12 月 24 日（火）－2020 年 1 月 7 日（火）＊ただし、2 月 11 日（火・祝）は開館、2 月 12 日（水）は休館  観

覧料（当日券）：一般 1,700 円/大学生 1,100 円/高校生 700 円 ※中学生以下は入場無料。※障害者手帳をご持参の方（付添

の方 1 名を含む）は入場無料。※2020 年 1 月 11 日（土）～13 日（月・祝）は高校生無料観覧日（学生証の提示が必要）/ 

展覧会公式サイト：https://budapest.exhn.jp お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

細細葉葉柊柊南南天天 

「ホソバヒイラギナンテ

ン」と読みます。名前の

とおり葉が細い柊南天

で、黄色い小ぶりの花を

たくさん咲かせるのが特

徴です。花言葉は「優し

い暖かさ」だとか。【参考

文献】NHK 出版 HP『み

んなの趣味の園芸』ほか

ヒヒュューーママンンケケアア学学部部  教教授授  神神山山吉吉輝輝 

貧乏人の経済学  

（A・V・バナジー＆E・デュフロ･著/ 

山形浩生･訳 / みすず書房･刊） 

１１月月もも展展示示販販売売をを開開催催ししまますす 
毎月第 1、2 火曜日に開催している展示販売（場

所:1 号館食堂、時間:12:25～13:15）について、

本年度は 12 月 10 日（火）が 終日となってお

りましたが、皆さんからのご要望にお応えして 1

月 7 日（火）、14 日（火）に追加開催すること

になりました（廣川書店様のご厚意に感謝いたし

ます）。医学、看護、栄養に関する書籍がいずれ

も 10％OFF で購入できます。国家試験問題集の

種類も豊富です。皆さん是非ご利用ください。
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（左）シニェイ・メルシェ・パール《紫のドレスの婦人》1874年 油彩／カンヴァス ブダペスト、 

 ハンガリー・ナショナル・ギャラリー © Museum of Fine Arts,  Budapest–Hungarian  

 National Gallery, 2019 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

読書の秋を楽しんでいますか？ 
～本は知識の宝庫です～ 

11..  フランス料理の始まり  

3. 印鑑の歴史 

 皆さんは現在放送されているドラマ「グランメゾン東京」をご覧

になっていますか？ フランス料理のカリスマシェフ（木村拓哉さ

ん）がある女性シェフ（鈴木京香さん）と出会い、世界最高の三ツ

星レストランを目指すという大人のヒューマンドラマです。フラン

ス料理というと豪華で格式高いイメージがありますが、もともとは

ナイフやフォークを使わない素朴なものだったそうです。しかし、

カトリーヌ･ド･メディシス（イタリアの名家･メディチ家の娘）が

フランス王家へ嫁いだことをきっかけに、一気に華やかなものへと

生まれ変わりました。彼女は輿入れ時にイタリアから専属の料理人

を連れてきたそうですが、この料理人たちがフランスにもたらした

イタリア料理（と食事作法）こそ現在のフ 

ランス料理の始まりといわれています。フ

ランス料理はその後「宮廷料理」として発

展しますが、フランス革命を機に庶民へと

広まります。これは革命によって職を失っ

た宮廷料理人たちが街でレストランを開業

したためで、フランス庶民にとって新しい

食文化の幕明けとなりました。なお、フラ

ンス料理に変革をもたらしたカトリーヌ･

ド･メディシスは 1572 年に「サン＝バルテ

ルミの虐殺」を起こし、フランス史上最大の

悪女としても知られることとなりました。 

音楽力 
（日野原重明･湯川れい子･著/海竜社･刊）

4. りんごが美味しい季節の到来です 

印鑑の歴史はとても古く、その始まりは古代メソポタミアからと

言われています。日本で有名な印というと「漢委奴国王」の金印を

思い浮かべる方も多いと思いますが、この金印は漢の光武帝から倭

奴国王に授けられたもので、天明 4 年に志賀島（現在の福岡県福岡

市東区）から出土されました。実用的に使用された可能性は少なく、

宝物として大切に保管されていたと考えられています。日本で実際

に印鑑が使われるようになったのは奈良時代からといわれていま

す。新しい律令制度が制定されてから官印として使用されていたそ

うですが、平安時代に入ると律令制の衰退とともに官印の使用は減

少し、「花押（かおう）」という符号が用いら 

れるようになりました。戦国時代には独自性

に飛んだ私印が多く使用され、北条氏の「虎

の印判」や織田信長の「天下布武」などが有

名です。江戸時代になると行政整備や商業の

発達に伴い印鑑が庶民へと普及し、明治時代

には印鑑制度が確立され、官印も復活したそ

うです。なお、図書館の本には 1 冊ごとに蔵

書印が押してありますが、始まりは北条実時

が創設した「金沢文庫」で、収蔵する書籍に

「金沢文庫印」を押したことが蔵書印の始ま

りといわれています。 

2. 音楽の力 

 音楽は時に私たちを癒し、生きる活力を与えてくれます。ラグビ

ーワールドカップで日本代表チームの主将を務めたリーチ･マイケ

ル選手は、演歌歌手の細川たかしさんの大ファンだそうで、日本語

を勉強するときもトレーニングを行う際も細川さんの曲に支えられ

ていたそうです。音楽の力は医療現場でも「音楽療法」としてその

効果が期待されています。対象は乳幼児から高齢者までと幅広く、

健常な方から重度の障害をもつ方まで様々な場面で用いることが可

能です。医者や薬の力では回復が見込めなかった精神疾患患者が、

音楽療法によって目を見張るほどの回復をみせた事例も挙げられて

います。音楽にはストレスを解消したり、精神的な緊張を解きほぐ

す効果があるそうです。疲れやストレスを 

感じたら、音楽を聴く時間をもってみませ

んか？ 人生の中で音楽を聴く時間をもつ

人ともたない人とでは、その充実度は大き

く異なるといわれています。いまはパソコ

ンやスマートフォンですぐに音楽が聴ける

時代ですから、ちょっとだけ音楽を楽しむ

時間をもってみましょう。音楽のある日常

は皆さんの生活をより潤いあるものにして

くれるに違いありません。 
西洋料理全書 

（下村道子･中里ﾄｼ子･編著/建帛社･刊）

ハンコの文化史
（新関欽哉･著 /吉川弘文館･刊）

真っ赤なみずみずしいりんごが店頭に並ぶこの季節。「1 日 1 個

のりんごは医者を遠ざける」という諺があるほど、りんごは栄養成

分が豊富で健康効果が高いとされています。その効能は多岐に渡

り、高血圧予防や血中コレステロールの降下、便秘解消などのほか、

食べ合わせる食材によってはさらに効果的な効能を期待すること

ができます。さて、日本にりんごが伝わったのはいつ頃だと思いま

すか？ 諸説ありますが、まず平安時代から鎌倉時代にかけて中国

から「和りんご」が伝わり、その後、明治時代初期にアメリカやヨ

ーロッパから「西洋りんご」が伝来したと言われています。私たち

が現在食べているのは「西洋りんご」で、 

この西洋りんごの伝来をきっかけに日本国

内で本格的なりんご栽培が始まったそうで

す。現在でも品種改良を重ね、品質の高い

りんごが次々と生み出されていますが、日

本のりんごのように甘さと酸っぱさのバラ

ンスがよいものは珍しく、その品質は世界

一とも呼び声が高いです。ちなみにりんご

の最適な保存方法は、ビニール袋に入れて

密封し、冷蔵庫の野菜室へ入れることだそ

うです。鮮度の高いりんごを食して、風邪

知らずの冬を過ごしましょう。 

林檎の力 
（田澤賢次･著/ダイヤモンド社･刊）



 

 
 

 

                            
 
 

 

 “看護は観察から始まる”と昔教わった言葉を、今でも実習のたびに学生の皆さんに伝えていま

す。それは誰が言っていた言葉なのだろうと先日ふと思いつきました。グーグル検索をしてみたと

ころ、なんとそれはナイチンゲールの言葉でした。そこで、約２０年前に使用した「看護覚え書」

を引っ張り出しました。興味のある部分を数か所読んでみましたが、活字嫌いの私には読みこなす

能力がありません。勝手な解釈は危険だと感じ、ナイチンゲールについてもっと分かりやすい書籍

はないかと探してみました。そして、『ナイチンゲールの「看護覚え書」イラスト・図解でよくわ

かる！』という本を見つけました。この本は、ナイチンゲール著『看護覚え書』に書かれている内

容で、現代の看護にも通じる内容を取り上げて解説しています。ひとつのテーマを掘り下げて分か

りやすく解説するため、１見開き１項目となっています。１見開きは本文・図解・ミニコラムと３

つの要素で構成されていて、大変読みやすく情報満載です。病態生理からコミュニケーションの取

り方、もちろん観察の技術まで看護のすべてが１冊にまとまっています。学生にとっては看護の教

科書と言って良いかもしれません。私が学生時代に思っていたことと同じように、自分は本当に看護師に向いているのかとか、

看護の楽しさが良く分からないとか思っているかたはいませんか？また、看護って難しい、実習が辛いと、行き詰まってはいま

せんか？そんな学生の皆さんに、この本をおすすめいたします。 

来年 2020 年は、東京オリンピック・パラリンピックの開催だけでなく、ナイチンゲール生誕 200 年の年でもあります。世

界でも日本国内でもキャンペーンやイベントが多数開催されるのではないでしょうか？これを機に、みなさんにもっと看護に興

味を持ってもらい、もっともっと看護を好きになってもらいたいと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本本がが苦苦手手なな人人ででもも「「看看護護覚覚ええ書書」」がが分分かかるる本本 

ゴゴッッホホ展展  VViinncceenntt  vvaann  GGoogghh   今回は図書館通信第 108 号で佐藤典子先生がご紹介くださいました「ゴッホ展」

をご案内いたします。生命力あふれる作風でいまでも世界中の人々を魅了し続ける

ゴッホは、27 歳で画業をはじめてからわずか 10 年という短い間に、数々の名画

を生み出しました。ゴッホの唯一無二の作風は、静謐な筆づかいで農村生活を描く

「ハーグ派」と躍動する色彩と筆遣いで描く「印象派」との出会いにより築き上げ

られましたが、ゴッホの画業人生の中で非常に重要であったハーグ派との関わりに

ついては、これまであまり焦点を当てられる機会がありませんでした。本展では、

ゴッホの作品約 40 点のほか、ハーグ派と印象派を代表する巨匠たちの作品約 30

点を展示し、ゴッホがいかにして独自の画風に辿り着いたかを深く掘り下げて紹介

しています。彼が手紙の中で語った言葉も必見です。37 歳という若さで早世した

ゴッホ。彼が描いた鮮やかで表現豊かな作品たちをぜひご堪能ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 11 月 25 日発行 （第 109 号） 

会場：上野の森美術館（東京・上野公園） 〒110-0007 東京都台東区上野公園 1-2  会期：10 月 11 日 (金) 〜 

2020 年 1 月 13 日 (月・祝) 開館時間：9：30〜17：00（金曜、土曜は 20：00 まで開館） ＊最終入場はそれ

ぞれ閉館 30 分前まで 休館日：12 月 31 日（火）、1 月 1 日（水･祝）  観覧料（当日券）：一般 1,800 円/大学・

専門学校・高校生 1,600 円/中学・小学生 1,000 円/ ＊未就学児は無料 ＊障がい者手帳をお持ちの方とお付き添い

の方 1 名は無料となります。ご来場時に障がい者手帳をご持参ください。 展覧会公式サイト：https://go-go-gogh.jp/ 

展覧会ツイッター：@2019gogh2020 お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

第 109 号 2019 年 11 月 25 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

（左）フィンセント・ファン・ゴッホ 《糸杉》 1889年6月 油彩、カンヴァス 93.4×74cm メトロポリタン美術館 Image copyright

 © The Metropolitan Museum of Art. Image source: Art Resource, NY 

ママリリーーゴゴーールルドド 

小さく丸みのある可愛らしい

姿でありながら、力強く咲き

誇るマリーゴールド。はっと

目をひくビタミンカラーは私

たちに元気を与えてくれま

す。花言葉は「勇者」「可憐な

愛情」。春と秋の 2 回楽しめま

す。【参考文献】『いちばん探し

やすいフローリスト花図鑑』（宍

戸純･監修／世界文化社･刊） 

ヒヒュューーママンンケケアア学学部部  助助手手  植植竹竹有有香香 

ナイチンゲールの『看護覚え書』 

イラスト・図解でよくわかる！ 
（金井一薫･著/西東社･刊） 

本本をを「「空空いいてていいるる棚棚にに適適当当にに入入れれるる」」ここととははししなないいででくくだだささいい 

図書館からのお願いです。図書館通信第 105 号で「本は正しい場所へ戻しましょう」

というご案内を差し上げましたが、現在も本来と異なる場所に本が置かれていること

が多く見受けられます。図書館の本は日本十進分類法に基づき、1 冊 1 冊に請求記号

が付与されていて、この請求記号を頼りに本を整理したり、探したりします。「貸し出

されていないのに、所定の場所に本がない」という利用者の方の声はいまでも多く、

図書館員でも探し出すのが非常に困難です（図書館１F2F のすべての棚を探すという

作業を行わなくてはなりません）。戻す場所がわからなくなってしまった本は、図書カ

ウンターへお戻しください。「空いている棚に適当に入れる」ことは
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

決して
．．．

しないでく
．．．．．

ださい。
．．．．

皆さんが気持ちよく図書館ご利用できますよう、ご協力をお願いいたします。
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

◆ 学生選書ツアー2019 を開催いたしました ◆ 
22001199 年年 99 月月 2200 日日（（金金））紀紀伊伊國國屋屋書書店店新新宿宿本本店店ににてて  

◆ ツアー参加者の感想（抜粋）◆ 紀伊國屋書店にある参考書の種類が豊富だったの

で、読み比べながら自分に合ったわかりやすい参考書を選ぶことができました。/ 事

前にどんな本を選ぶかある程度決めて行きましたが、実際に色々な本を手にとること

で本に対する視野が広がりました。/ 好きな本を探して選ぶ時間が非常に楽しかった

です。看護や医療に関連した専門書に限らず、様々な分野の本を手にとることができ

る選書ツアーを開催していただきありがとうございます。/ 幅広い分野の本に触れる

ことができるほか、普段あまり目にしない本を見ることができて、知らなかった自分

の専攻分野とのつながりを発見できました。/ 本を選ぶことが楽しくてあっという間

に時間が経ってしまいました。ディスカッションでは、ツアー参加者の皆さんが興味

を持っている本やその本についての魅力などもお話いただき、自分自身が読みたいと

思う本の幅が広がりました。/ 普段の大学生活ではなかなか関わることができない他

学年との交流が図れてよかったです。/ 普段手にとらない本にも興味を持つことがで

きました。/ 紀伊國屋書店のような大規模な本屋さんに行ったことがなかったので、

とても楽しかったです。/ etc. 

 だんだんと秋らしさが訪れる中、今年も学生選書ツアーを開催いたしまし

た。「じっくり時間をかけて本を選びたい」という学生さん達の要望に応え、

ツアー内容を「紀伊国屋書店新宿本店での選書（90 分）」「ディスカッショ

ン」「選書本の POP 作成（本を紹介するカードをつくる）」という構成で実

施いたしました。会場である紀伊国屋書店新宿本店は毎年好評で、平日でも

非常に混み合う人気店ですが、今年も快くツアーをお引き受けくださいまし

た。当日は午前 10 時に開始し、最初の 30 分は書店員の方から選書作業に

関する説明を受けました。特にバーコードリーダー（選書をするための器械）

の使い方については皆さん熱心に聞いていらしたようで、練習用の本で読み

取りを試す学生さんもいらっしゃいました。ひと通り説明を受けた後に選書

作業に入り、午前 10 時半から 90 分間、地下 1F～地上 7F という大きな

書店内を行き来しながら、図書館に置きたい本を自由にご選書いただきまし

た。選書風景を撮影するため皆さんのところへお邪魔しましたが、どなたも

真剣な表情で本と向き合っている姿がとても印象的でした。途中、バーコー

ドリーダーの電池が切れそうになったり、選書したい本（実際は雑誌でした）

にバーコードがなかったりとハプニングもありましたが、友達や先生方とコ

ミュニケーションをとりながら、楽しく選書してくださっていたようでした。 

 選書後はディスカッションルームに集まり、１人ずつツアーの感想を述べ

ていただきましたが、「参加してよかった」「本を実際に手にとって選べるの

が楽しかった」など、皆さん充実した時間をお過ごしいただけたようでした。

中でもとても印象的だったのは「本屋さんは普段 1 人で行くことが多いが、

友達と選書ツアーに参加していろんな発見があった」という感想です。大き

な書店でたくさんの本に触れ合えることのほか、普段は行かないような売り

場に足を運んだり、「友達はこんな本が好きなんだ」と大学内では知りえな

い友達の意外な一面を知ることができたりと、ツアーの醍醐味ともいえる感

想を述べていただけたことに非常に胸を打たれました。これから参加者の皆

さんに描いていただく POP は後ほど図書館内に展示させていただく予定で

す。皆さまもぜひご覧くださいませ。 

 最後になりましたが、今回の選書ツアーに際し、ご協力くださいました紀

伊國屋書店の皆さま、そしてご参加くださった学生の皆さん、本当にありが

とうございました。選書ツアーを通じて学生さん達が幅広い分野の本に触

れ、本の魅力を改めて感じてくれますよう、今後もこの企画を継続したいと

考えております。 



  

世界で一番美しい分子図鑑 
セオドア・グレイ 著 / ニック・マン 写真  /  創元社 刊 

 
 

 

                             

 

 秋風を感じる今日この頃ですが、私は五感を楽しむことのできるこの季節が大好きです。 

たくさんの旬の食べ物が味覚・視覚・嗅覚・感触そして時には聴覚で人々の心を満たしてくれます。ま

た、山や街路の木々が冬支度のために「こうよう（紅葉と黄葉）」していく過程は人々の心を魅了しま

す。学生の皆さんは、国家資格取得に向けて頑張っていると思いますが、時には気分転換も必要です。

つらいな疲れたなと感じたら、気軽な気持ちでパラパラとめくって欲しい本があります。セオドア・グ

レイ〔著〕、ニック・マン〔写真〕『世界で一番美しい分子図鑑』（創元社）です。全世界 100 万部の

ベストセラー『世界で一番美しい元素図鑑』の続編です。 

 理科で習った元素周期表は、この宇宙に物理的に存在するものが 103 の元素で網羅されていること

を示しています。元素はアルミ鋼や銅線などの単体でも存在しますが、私たちが生活の中で実際に接

することの多い物質は、分子や化合物の方がはるかに多いのです。この本は 14 章から成り、美しい写真と化学構造式、簡潔な

説明文で構成されています。特におすすめの章は、「第 12 章 いろいろな色の化学物質－芸術家の色－」です。皆さんもよく知

っている後期印象派の代表的な画家であるゴッホは、「ひまわり」という作品が有名です。わずか 37 年という短い人生の中で黄

色の花を多く描いていたそうです。著者は、ゴッホが黄色の花が好きだったことの他に、その時代に黄色の染料が入手しやすか

ったのでは？と推察しています。合成有機染料が開発されるまでは、鮮やかな色彩を出すために、コバルトブルーやカドミウム

イエローなどの金属酸化物や金属塩、ラピスラズリやターコイズなどの半貴石を粉にしたものが用いられていましたが、本の中

に登場する美しい色の写真を見るだけでわくわくします。さらには画家の人生に想いを巡らせ不思議な気持ちになれます。もし

皆さんがこの図鑑を見てみたいと好奇心がわきましたら、ぜひ、N.SATO 研究室にいらしてください。お待ちしています（現在、

東京・上野の森美術館ではゴッホ展「人生を変えたふたつの出会い」が開催されています。彼の手紙の中の言葉とともに日本未

公開作品も展示されるとのことで、作品を通してゴッホは何を伝えたかったのかと自分なりに謎解きをしたいと思っています）。 

 最後に、私は人が生きていくうえで、「感じる心」は大切だと考えています。人生はうまくいく時ばかりではないので、そんな

逆境の時にこそ「心が和む」「素敵」と感じる本に出合って欲しいと願っています。きっとあなたの心を豊かにし、勇気づけてく

れると思います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「感感じじるる心心」」をを大大切切にに  私私ののおお気気にに入入りりのの１１冊冊『『世世界界でで一一番番美美ししいい分分子子図図鑑鑑』』

鏑鏑木木清清方方  幻幻のの《《築築地地明明石石町町》》特特別別公公開開  

 みなさんは鏑木清方（かぶらき･きよかた）という日本画

家をご存知でしょうか。彼は 1878 年に東京神田に生まれ、

16 歳の時に「やまと新聞」の挿絵を担当したのをきっかけ

に画業の道を歩み始めました。日本画では文展や帝展を活躍

の場とし、1927 年に発表した《築地明石町》が帝国美術院

賞を受賞すると、清方は日本を代表する画家のひとりとして

名声を博します。この《築地明石町》が「幻の名作」と呼ば

れる理由は、1975 年以降所在が不明となっていたためで

す。しかし 2019 年 6 月。この幻の名作《築地明石町》が

実に 44 年ぶりに発見され、東京国立近代美術館が新たに収

蔵することとなりました。《新富町》《浜町河岸》（どちらも

鏑木清方作）も併せて収蔵され、近代日本画史に残る三部作

が 11 月 1 日（金）より公開されます。清方の繊細な筆づか

いが生み出す瑞々しい美人画は、ため息が出るほど美しく、

観る人を虜にします。多くの人が再び目にできる日を心待ち

にしていた作品たちをこの機会にぜひご覧ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 10 月 29 日発行 （第 108 号） 

会場：東京国立近代美術館 〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園 3-1 会期：2019 年 11 月 1 日（金）

～ 12 月 15 日（日） 開館時間：10:00-17:00（金曜・土曜は 10:00-20:00）※入館は閉館 30 分前まで。

休館日：月曜日（ただし 11 月 4 日は開館）、11 月 5 日（火）  観覧料（当日券）：一般 800 円/大学生 400

円/ ※高校生以下および 18 歳未満、障害者手帳をお持ちの方とその付添者 1 名は無料。※それぞれ入館の際、

学生証、運転免許証等の年齢の分かるもの、障害者手帳等をご提示ください。 無料観覧日：11 月 3 日（日・文

化の日） ホームページ：https://www.momat.go.jp/ お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

第 108 号 2019 年 10 月 29 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

（左）鏑木清方 《築地明石町》 1927（昭和2）年 絹本彩色・軸装 173.5×74.0cm 東京国立近代美術館 ⓒNemoto Akio

  

日日々々草草（（ニニチチニニチチソソウウ）） 

毎日枝先に新しいつぼみを

つけることから「日々草」

という名前がつけられたそ

うです。次から次へと花が

開くので、いつ見ても新鮮

な印象を受けます。研究棟

前にも色とりどりの日々草

が並んでいます。艶々して

丸みを帯びた葉っぱも可愛

らしいです。【参考文献】『花

づくり＆ガーデニング百

科』（ブティック社） 

管管理理栄栄養養学学部部  教教授授  佐佐藤藤典典子子（（NN..SSAATTOO））

資資料料探探ししののおお手手伝伝いいををししまますす 

皆さんは「レファレンスサービス」をご存知で

しょうか。「探している資料が見つからない」

「図書館での調べ方がわからない」など皆さん

がお困りの際に図書館員がお手伝いを 

するサービスです。お気軽に図書カ

ウンターへご相談ください（質問内

容によってはお時間を要する場合が

ございます。何卒ご了承くださいま

すようお願い申し上げます）。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 9 月 30 日発行 （第 107 号） 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

心地よい秋の始まりです 
～「読書の秋」にぜひ読書を ～ 

1. 花火の歴史 

3. カレーのお話 

 この夏、花火大会にお出かけになった方も多いことでしょう。い

まはテレビやインターネットを通じて花火を観賞することもでき

ますが、やはり「ドン」という花火音とともに夜空いっぱいに広が

る実物の花火をみると、より大きな感動を得られるように思いま

す。さて、花火について少しお話しましょう。花火のもととなる黒

色火薬は、紀元前の中国で錬丹術（不老長寿の薬をつくる術）の偶

然の産物として誕生しました。当時、黒色火薬は薬や兵器、通信手

段などに使われていましたが、13 世紀にヨーロッパへ伝わると花

火の技術が生み出され、貴族間で花火大会が催されるようになりま

す。日本には 1543 年の鉄砲伝来時に黒色火薬が伝えられましたが、

花火を鑑賞するようになったのは江戸時代 

からと言われています（ちなみに日本で初め

て花火観賞をしたのは徳川家康だそうで

す）。花火見物のときによく「たまや～」と

いう掛け声を耳にしますが、これは当時活躍

していた花火業者の「鍵屋」と「玉屋」に由

来します。両者が花火競演をすると「かぎや

～」「たまや～」と応援の掛け声がかかるよ

うになり、その風習が現在まで続いているの

です。世界的にみても日本の花火は類をみな

い美しさなのだそうです。高い技術をもつ日

本の花火師さん達を誇らしく思いますね。 

現代語訳 論語 
（齋藤 孝･訳/筑摩書房･刊）

4. 化粧の効果 

日本人が 1 年間にカレーを食べる量は１人あたり約 50 食と言わ

れています。これは週 1 回のペースでカレーを食べていることにな

り、いまやカレーは日本の国民食と呼べるほど私たちの生活に馴染

んでいます。カレーの発祥はインドですが、実はインドにはカレー

という言葉はなく、「スパイスやハーブで具材を煮込んだスープ」の

ことを外国人が総称してカレーと呼んでいるのだそうです。ちなみ

にカレーという言葉は、インドのタミール語で汁物を意味する「Kari

（カリ）」に由来すると言われています。カレーは 18 世紀にインド

からイギリスへ伝わり、その後、イギリスの C&B 社から世界初の

カレー粉が発売されますが、スパイスの調 

合なしでカレーが手軽に作れるとあって、

瞬く間にイギリスの食生活へ浸透していき

ました。C&B 社のカレー粉は国外にも輸出

され、日本には明治初期ごろ輸入されます。

当時高価な料理とされていたカレーは次第

に大衆へと普及し、特にご飯と合わせたカ

レーライス（当時はライスカレー）は多く

の日本人に好まれました。以降、カレーは

世界中で愛される料理となり、いまでも私

たちの食欲を満たし続けています。 

2. 心の支えになる言葉をお持ちですか 

 勉強や試験がうまくいかなかったり、友人関係に悩んだり、なか

なか自分の思い描くようにことが運ばず、どうしたらいいかわから

なくなってしまったとき、自分の心の支えになる教えや言葉をもっ

ていると、自分を見失わず、安定した気持ちを保つことができます。

先人たちが遺した教えに触れ、胸にストンと落ちる言葉があったら、

ノートに書き留めたりして自分のそばに置いてみてはいかがでしょ

うか。いろいろなことがしんどくなった時、書き留めておいた言葉

をみつめると自分を取り戻せるような感覚が芽生えます。その「心

の支えとなる言葉」に出合えたことは偶然だったかもしれないし、

必然であったかもしれません。ですが、もしかしたら一生目に触れ

なかったかもしれないその教えや言葉に出 

合えたことは、皆さんにとって貴重であり、

たいへん幸せなことだと思います。その

時々の自分の状況で胸に響く言葉は変わっ

てくるものです。ぜひたくさんの本を開き、

多くの先人たちの教えに触れ、「精神の軸」

を確立してみてはいかがでしょうか。安定

した気持ちと豊かな心は、きっと皆さんの

生活をも豊かなものとしてくれることでし

ょう。本学のヒューマンケアの原点である

「忠恕」も論語に由来しています。 花火の図鑑 
（泉谷玄作･写真･文/ポプラ社･刊）

にっぽん洋食物語大全
（小菅 桂子･著 /筑摩書房･刊）

皆さんはクレオパトラの肖像をご覧になったことがあります

か？ 古代エジプト女性は目を黒く縁取る独特な粧いをしていまし

たが、これは目の感染病を防ぐための手段だったと言われていま

す。日本における化粧文化については、古墳時代の埴輪をみれば顔

に赤色顔料を塗る風習があったことが想像できますし、『古事記』

や『日本書紀』、『万葉集』の記述からは眉の形を整える習慣があっ

たことがわかります。化粧をすると気持ちが前向きになり、自分に

自信がもてる感覚をおぼえますが、この化粧の力を活用した「化粧

療法（メイクセラピー）」がいま医療現場にも取り入れられていま

す。高齢者施設や介護現場で高齢女性を対 

象にメイクを施したところ、食事やトイレ

の介助が不要になるなど患者さんの自立度

が上がったという事例が報告されていま

す。また、患者さん自身が化粧動作を行う

ことで脳が活性化され、認知症の進行が抑

制されるという効果も期待されています。

入浴や散髪も広い意味で化粧行為に含まれ

るそうですから、日常的な行動の一部なら

男性の方も挑戦しやすいのではないでしょ

うか。心身を健康に導いてくれる化粧療法

は、なによりの特効薬なのかもしれません。 

化粧行動の社会心理学
（大坊郁夫･編集/北大路書房･刊）



  

出典：ジーン･ワトソン著『ワトソン看護論—ヒューマンケア 

リングの科学 （第２版）』（医学書院、2014.9）ｐ.11

 
 

 

                                   

本書について、看護学科および管理栄養学科の学生の皆さんには馴染みがあるかもしれませんが、本学の必須科目「ヒューマンケア概論」

の参考書として紹介されている本です。本学が看護学、栄養学、理学療法学における医療者教育として「ヒューマンケア」を基盤にしてい

ることから、私が 4 月に赴任してから改めて学ぶために読んだ書籍です。一般に翻訳本は日本語表現が難解となることが多いので原本を読

むことを薦められますが、本書は Jean Watson 先生が著者であり、稲岡先生ご夫妻と戸村道子先生(日赤広島看護大学)が翻訳されており、

大変分かりやすいです。訳者の言葉に「原文を一行一行読み解き、語句の解釈、文脈から意味の読みこなし、日本語表現などを幾度も比較・

検討された」と書かれており、大変丁寧に翻訳されているので、安心して日本語で読めます。第 1 章は、“理論とは何か”で始まり、理論

の原則を述べてから“概念”について図を示し、具体と抽象の視座、固定と流動の座標軸の説明があり、Roy の適応の概念と Rogers のエ

ネルギー場の概念の位置関係の例が示してあります。また、著者の出発点として、その座標軸の第 4 象限の右下枠に位置を示しており(図

1-3)、「人間科学としての看護学と看護の道徳的理念としてのケアリング」を表しています。

さらに“看護を見るための新しい見方”では、「看護学と科学の他の分野との明らかな違い

は、文脈・プロセス・関連する概念—看護・ケアリング・人間・生命・人間関係・健康・

ヒーリング・死ぬことなど—が難解であるということである。」という前提を示しています。

そして、「単なる臨床的・経験的・生物物理学的現象ではなく、倫理的・哲学的・スピリチ

ュアル・そして形而上学的現象でさえあり、看護とケアリングの科学に特有の主要な現象

として取り上げ、尊重されなくてはならない。」と他の科学との違いを述べています。それ

は、伝統的科学とヒューマンケアリングの科学との視座の相違点として示しており、看護

研究における質的研究の科学性を示すことにも繋がっています。さらに第 4 章の「ヒュー

マンケアリングの価値観」の 6 項目に「知識に裏付けられ、情報に基づいた倫理的なヒュ

ーマンケアリングは、専門職としての看護の価値観、責任、ふさわしい行動の本質をなす。

これが中心的統合的源泉となって、看護職の社会に対する約束が守られ、その存続が保証

されるのである。」(Leininger,1981)というように、職業規範にも触れています。 

ヒューマンケアリングは提供する看護者・医療者だけでなく、ケアの受け手である患者

さんとの相互作用によっても様々な様相が示されるので、皆さんは人間関係の構築について

も自分の考えを深めていけるよう努力してくださいね。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「ワワトトソソンン看看護護論論  ヒヒュューーママンンケケアアリリンンググのの科科学学」」にに見見るる看看護護観観 

ハハププススブブルルクク展展  660000 年年ににわわたたるる帝帝国国ココレレククシショョンンのの歴歴史史  

 13 世紀末にオーストリアへ進出した後、次第

に勢力を拡大し、広大な帝国を築き上げたハプス

ブルク家。ルドルフ１世からカール１世におよぶ

まで実に 600 年に渡り続いたハプスブルク帝国

は、欧州で最も由緒ある王朝でした。そんな欧州

随一の名門であるハプスブルク家は、実は世界屈

指の美術コレクションを築いたことでも有名で

す。コレクションの礎は、同家の発展にも重要な

役割を果たしたマクシミリアン１世によって築か

れ、以後、ルドルフ２世、フェルディナント･カー

ル、レオポルト･ヴィルヘルムらによって多彩な作

品が収集されます。本展では、この貴重なコレク

ションから絵画や工芸品、武具など約 100 点も

の作品を展示するとともにその歴史について紐解いていきます。「国母」と慕われたマ

リア･テレジアやフランス革命の悲運の王女マリー･アントワネットなどの肖像画も展

示されます。ハプスブルク家にゆかりある作品をこの機会にぜひご覧ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 9 月 30 日発行 （第 107 号） 

会場：国立西洋美術館（東京・上野公園） 〒110-0007 東京都台東区上野公園 7-7 会期：2019 年 10 月

19 日（土）～2020 年 1 月 26 日（日） 開館時間：9:30～17:30（金・土曜日は 20:00 まで。11 月 30

日（土）は 17:30 まで）入館は閉館の 30 分前まで。 休館日：毎週月曜日（ただし祝日の 11 月 4 日、1 月

13 日は開館）、11 月 5 日（火）、12 月 28 日（土）～1 月 1 日（水）、1 月 14 日（火）  観覧料（当日券）：

一般 1,700 円/大学生 1,100 円/ 高校生 700 円/ ＊中学生以下は無料。＊心身に障害のある方と付添者 1 名

は無料（入館の際に障害者手帳をご提示ください）。 展覧会公式サイト：https://habsburg2019.jp/ 展覧

会ツイッター：@habs2019 お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）  

第 107 号 2019 年 9 月 30 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

（上）ディエゴ・ベラスケス《青いドレスの王女マルガリータ・テレサ》 

1659年 ウィーン美術史美術館 Kunsthistorisches MuseumWien 

薔薔薇薇（（ババララ）） 
気品に溢れた様子で咲き誇

る薔薇たち。１輪でもその

存在感は圧倒的で、花の女

王の異名を誇ります。種類

は市場に流通しているだけ

でも６００種類。見る人を

魅了してやまないバラの

花々は、春と秋に楽しむこ

とができます。【参考文献】

『いちばん探しやすいフロ

ーリスト花図鑑』（宍戸純･

監修／世界文化社･刊） 

ヒヒュューーママンンケケアア学学部部  教教授授  大大学学院院準準備備室室  石石川川眞眞里里子子 

学学習習ススペペーーススのの配配置置がが変変わわりりままししたた 

利用者の皆様の利便性を

図り、学習スペースを配

置換え致しました。館内

が広々とした、空いてい

る席が探しやすい、など

ご好評いただいておりま

す。雰囲気の変わった図

書館で、自分の時間を過

ごしてみませんか。 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

いよいよ暑い夏を迎えます 
～ 涼しい図書館でゆっくり本を読みませんか ～ 

1. 「朝時間」の使い方 

3. 浴衣の歴史 

 間もなく夏休みを迎えますが、皆さんはどのようにお過ごしの予

定ですか。自由に過ごせる時間が多い分、無駄に過ごしてしまいが

ちですが、貴重な長い休みが皆さんにとって充実した期間となりま

すよう願っております。さて、ここで時間術についてお話しましょ

う。皆さんは「脳のゴールデンタイム」というのをご存知ですか？

朝の時間は 1 日のなかで も集中力が高いといわれていますが、

特に朝起きてから 2～3 時間の時間帯は「脳のゴールデンタイム」

と呼ばれています。睡眠により頭の中が整理されているので、起床

直後は新しい記憶を納めたり、何かを創造したりするのに 適な時

間なのです。集中力を要する重要な作業を脳のゴールデンタイムに

行えば、短時間かつ 

質の高い結果を残す

ことができるそうで

す。国試対策や自主

学習、読書などにこ

の時間術を活用して

みてはいかがでしょ

うか。時間の使い方

を工夫するだけで、

見違えるほどの 1 日

が過ごせるかもしれ

ません。 

納豆の起源 
（横山智･著/NHK 出版･刊）

夏の納涼イベントが盛りだくさんこの季節、お出かけの際に浴衣

をお召しになる方も多いことでしょう。いまは通信販売等を通じて

以前より手軽に浴衣を購入できるようになり、カジュアルな夏の装

いのひとつとして愛用されています。浴衣の起源は平安時代、入浴

時に着用されていた「湯帷子（ゆかたびら）」とされています。当時

の入浴は「湯につかる」のではなく「蒸し風呂で汗を流す」という

スタイルだったため、湯帷子は入浴中の汗とりや肌を隠す用途とし

て着用されていました。時代とともに入浴も「蒸し風呂」から「湯

につかる」様式へと変化し、入浴時に着用されていた湯帷子は入浴

後の湯上がり着として身につけるようになったといわれています。

江戸時代頃には素材が麻から木綿へと変わり、呼び名も「ゆかたび

ら」から「ゆかた」へと変化していきました。銭湯の普及も手伝い、

浴衣はしだいに夏の外 

出着として着用される

ようになったといわれ

ています。 

【参考資料】 

・松本幸子：浴衣の移り変わり-文献調査による浴衣着用変 

化と近年浴衣の変化-, 東京家政学院大学紀要, 58,  

147-152, 2018 

・矢澤 利枝香：和装産業における浴衣市場の実態, 共立女子

大学家政学部紀要, 63, 91-99, 2017 

・城 眞理子, 内田 惠美子, 幡野 暁子：和服文化の伝承媒体 

としてのゆかたを考える, 繊維製品消費科学, 41(4),  

412-422, 2000 

2. 7 月 10 日は納豆の日 

 わび茶で知られる千利休は、茶会でのもてなしに納豆を用いたそ

うです。文豪太宰治は、納豆と筋子を一緒に食するのを好んだよう

ですし、美食家として知られる北大路魯山人は納豆料理として「納

豆茶漬け」や「納豆雑炊」を提案したといわれています。古来より

親しまれてきた納豆は、現在でも食卓に欠かせない存在となってい

ます。納豆というとネバネバとした「糸引き納豆」を想像しますが、

糸をひかない「塩辛納豆」という種類があるのをご存知でしょうか。

2 つの違いは大豆を発酵させるために使用する菌で、「糸引き納豆」

では納豆菌を用いるのに対し、「塩辛納豆」では麴菌を用います。栄

養価が高いことで知られる納豆ですが、特に糸引き納豆に含まれる

ナットウキナーゼと 

いう酵素は血栓を溶

かす作用をもち、脳

梗塞や心筋梗塞など

の予防に適していま

す。脱水による血栓

症のリスクが高まる

季節です。納豆の力

で夏の血栓予防に努

めませんか？ 朝やる気になり夜ストレスを消す

切替脳の活かし方 
（有田秀穂･著/ビジネス社･刊）

神・時間術 
（樺沢紫苑･著 /大和書房･刊） 

納豆のはなし 
（石塚修･著/大修館書店･刊） 

4. あなたは犬派？猫派？ 

ペットとしても人気の高い犬と猫、みなさんはどちらがお好きで

すか？ 実際に犬や猫を飼っていらっしゃる方にそれぞれの魅力を

お伺いすると、犬好きの方は「人懐っこいところ」「飼い主に従順」

「とにかく可愛い」、猫好きの方は「気まぐれでマイペースなとこ

ろ」「ふわふわした柔らかい触り心地」「クリッとした目」などお好

きなところをたくさん挙げてくださいました。双方の共通点は「飼

い主の皆さんが癒されている」ということ。実際、動物と触れ合う

ことで「オキシトシン」というホルモンが分泌され、幸せを感じた

り、リラックスした気持ちになれるそうです。犬や猫の姿を写真で

みるだけでも心が

和みます。勉強や

仕事に疲れたら、

ぜひ図書館で犬や

猫に関する本をお

開きになってみて

ください。張り詰

めた気持ちがふっ

と安らぎ、きっと心

が休まることでし

ょう。 
岩合光昭写真集 ねこ輝く
（岩合光昭･著 /辰巳出版･刊）

セラピードッグの世界 
（大木トオル･著 /日本経済新聞出版社･刊） 



  

 
 

 

                             

 私が今回薦める本は、『夢をかなえるゾウ』（水野敬也著）です。 

この本の中にはガネーシャという象の頭を持ったインドの神様が出てくるのですが、とても読みやすく大

学生の皆さんにとっても面白いのではないかと考え、ご紹介致します。この本はビジネス、自己啓発書と

して読まれている本ですが友人に薦められて読むことにしました。皆さんは自分を変えたいと思ったこと

はありますか。この本の中で一貫して伝えていることは、自分が変わる方法は行動し、経験した時だけだ、

ということです。また私自身考えさせられたのは、知識を持っていても実践し、試行錯誤し積み重ねてい

かなければ知恵にならないということです。大学生の皆さんは自分がこうなりたい、こう変化したい、と

思うことはありませんか。そんなもやもやを感じたらこの本を手に取ってみると良いと思います。また、

この本は物語になっていますが、29 個の課題を提示され、主人公がそれを実行していくのですが、 大

の特徴は本を読んで一時的に湧いてくるやる気や意欲では何も変化しない、ということです。読んで理解した気になる経験は皆

さんにはありませんか。その危険性と人間心理の鋭い所を突いてくるなぁと感じました。発行されて 10 年以上経過しているの

に何度も読み直してしまう本です。 近は本もアプリで購入できますが、静かで涼しい図書館のなかで、自分が興味のある本を

手に取りじっくり読書するのも楽しいですよね。また、カフェ隣接の書店も沢山あり、座って読むこともできますし、よりおし

ゃれで落ち着く空間になりました。 

 私は学生時代、課題やレポートの合間にストレス解消や気分転換に読書をした思い出があります。読書はストレス解消にとて

も良いですよ。ここで私の読書方法をご紹介致しますと、一度サラッと読み、その後じっくり読んだり気になる箇所を繰り返し

読む、という方法です。一度目に読んで感じなかった発見があり、とてもワクワクします。また、先人の知恵として、皆さんが

困ったり悩んだり途方に暮れた時にきっと助けになってくれるのではないかなと思います。 

 大学生の皆さんは主体的に学習していく事が求められますが、そうしないと自分の課題や理解を深めることが出来ません。地

元を離れ、一人暮らしを始める学生も多く、一人で考え行動する場面も多くなります。そんな時に読書によって他者の考えを知

ると共に自分の内面を振り返るきっかけになり、視野を広げてくれることもあります。 

 医療系の図書に限らず、様々なことに興味や関心を持ち読書する事で、実習中に出会う患者さんとの話題にもなります。是非

興味の沸くものから手にとってみて、面白い本があれば私にも教えて下さいね。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢夢ををかかななええるるゾゾウウ 

ココーートトーールルドド美美術術館館展展  魅魅惑惑のの印印象象派派  席席取取りりははごご遠遠慮慮願願いいまますす 

 世界的に知られるロンドンのコート

ールド美術館は、印象派･ポスト印象派

の殿堂としてマネ、ドガ、ルノワール、

セザンヌ、ゴーガンなど名だたる巨匠

たちの作品を所有しています。同美術

館の作品が貸し出されることは滅多に

ないことですが、このたびの美術館改

修工事に伴い、数々の名作が来日する

ことになりました。マネ 晩年の傑作

《フォリー=ベルジェールのバー》（左）

は実に 20 年ぶりの来日となります。

現在も世界中の人々を魅了してやまないこの作品の謎めいた女性の表情に、きっとあな

たも惹きつけられることでしょう。展示施設としてだけでなく、研究機関という側面も

もつコートールド美術館は、画家の語った言葉や時代背景、また科学的調査の成果を取

り入れながら、本展において名画を深く読み解いています。選りすぐりの絵画や彫刻約

60 点が展示される貴重な展覧会です。この機会をぜひお見逃しなく。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 7 月 26 日発行 （第 106 号） 

会場：東京都美術館企画展示室 〒110-0007 東京都台東区上野公園 8-36 会期：2019 年 9 月 10 日(火)～12

月 15 日(日) 開室時間：9:30～17:30 ＊金曜日は 20:00 まで。＊入室は閉室の 30 分前まで。 休室日：月曜日、

9 月 17 日(火)、9 月 24 日(火)、10 月 15 日(火)、11 月 5 日(火) ＊ただし、9 月 16 日(月・祝)、9 月 23 日(月・

祝)、10 月 14 日(月・祝)、11 月 4 日(月・休)は開室。 観覧料（当日券）：一般 1,600 円 ／ 大学生・専門学校生 

1,300 円 ／ 高校生 800 円 ／ 65 歳以上 1,000 円 ＊中学生以下は無料。＊身体障害者手帳・愛の手帳・療育手

帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1 名まで）は無料。＊いずれも証明で

きるものを持参する。 展覧会公式サイト：https://courtauld.jp お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）

第 106 号 2019 年 7 月 26 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

 近、図書館内の学習スペースにおける席

取りや長時間にわたる離席など、他の利用者

の方の迷惑となる行為が見受けられます。座

席数には限りがありますため、これらの行為

はご遠慮ください。利 

用者の皆さまが快適に

図書館をお使いいただ

けますよう、ご協力を

お願いいたします。 
（上）エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》1882年 油彩、カンヴァス 

96×130cm コートールド美術館 ©Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust) キキンンシシババイイ（（金金糸糸梅梅）） 

初夏から夏へと移り変わる

季節によくみかけます。み

ずみずしい緑の葉に映える

黄色の花は、見る人の目に

も鮮やかです。 近ではヒ

ドコート（右写真）と呼ば

れる品種が広く栽培され、

キンシバイよりも長く私た

ちの目を楽しませてくれま

す。【参考】NHK 出版 HP

「みんなの趣味の園芸」 

ヒヒュューーママンンケケアア学学部部  助助手手  根根岸岸恵恵 

夢をかなえるゾウ 
（水野敬也･著/飛鳥新社･刊） 
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晴耕雨読の季節です 
～ 雨音を聞きながら静かに本を開いてみませんか ～ 

3. 6 月 16 日は和菓子の日 

 2024 年を目途とする紙幣刷新が決まり、深谷市に縁のある渋沢栄

一翁が新１万円札の顔として採用されることになりました。このニュ

ースは深谷市にとってはもちろん、渋沢翁の雅号「青淵（せいえん）」

が法人名になっております本学にとっても大変喜ばしいことです。渋

沢翁は「近代日本経済の父」と称され、生涯を通じ 500 社近い企業

の設立に関わったといわれています。例えば、東日本旅客鉄道、東京

ガス、帝国ホテル、東宝、日本製紙、日本郵船、みずほ銀行（すべて

現在の名称で記載）など現存する多くの企業が挙げられます。世界遺

産に登録されている富岡製糸場（群馬県富岡市）の設立にも関わって

います。また渋沢翁は実業界のみならず、福祉、医療、教育の場にお

いても活躍しており、聖路加国際病院をはじめとする多くの医療機関

を支援するほか、日本女 

子大学の設立や運営に関

わるなど近代的女子教育

においても大きな役割を

果たしています。深谷市

内には渋沢翁にゆかりの

ある史跡が多く残ってい

ます。日本経済の礎を築

いた渋沢翁の足跡を皆さ

んもたどってみませんか？ 
病院早わかり読本 

（飯田修平･編著/医学書院･刊）

4. 原作に触れてみませんか？ 

日本美の芸術ともいえる和菓子。その季節感や風物詩は目にも楽

しく、また味わう楽しみも感じさせてくれます。さて、和菓子の中

でも身近な羊羹について少しお話しましょう。羊羹が日本に伝わっ

たのは鎌倉～室町時代。中国に留学した禅僧によって点心（てんじ

ん：現在の間食）としてもたらされました。羊羹の「羹」は訓読み

で「あつもの」と読み、「肉や野菜を入れた熱いお吸い物」を意味し

ます。つまり羊羹とは「羊の肉を使ったスープ」のこと。しかし、

禅僧は肉食が禁じられていたため、肉のかわりに小豆や小麦粉など

植物性の材料を使って羊肉に見立てた蒸し物をつくり、それに汁を

かけたものを日本では 

羊羹としていたそうで

す。戦国時代頃、羊羹

は点心から菓子へと変

化していきます。小豆

などで作った蒸し物が

しだいに甘みを増し、

江戸時代には現在主流

となっている寒天を使

った煉羊羹が考案され

たといわれています。 
スマホを落としただけなのに

（志駕晃･著／宝島社･刊）

イラスト＆図解でわかる 

病院の「しくみ」と「ながれ」 
（イノウ社会研究会･著/ダイヤモンド社･刊） 

事典 和菓子の世界
（中山圭子･著/岩波書店･刊）

図説 和菓子の歴史 
（青木直己･著/筑摩書房･刊） 

小説を読みながら「この役は○○さんに演じて欲しいな」「この

役は▲▲さんが似合いそう」などと、実写化された場合の配役を想

像するのはとても楽しいものです。実際に映画やドラマになったと

き、想像どおりの配役ですと嬉しくなりますし、意外な俳優さんが

演じていらしてそれが想像以上に適役だったりすると、より物語の

面白味が増すように感じます。図書館には選書ツアーで購入された

映画やドラマの原作小説がたくさん配架されています。原作と実写

とでストーリーが若干異なることもありますが、それぞれを比較す

るのもまた面白いでしょう。「本を読む時間なんてない！」－授業

や実習等で忙しい 

皆さんはそうおっ

しゃることでしょ

う。でも、ちょっ

とだけ本を開いて

初の何頁かだけ

でも読んでみませ

んか？ 続きが気

になって夢中で読

破してしまうかも

しれませんよ。 
ニート・ニート・ニート 

（三羽省吾･著／角川文庫） 

 皆さんは病院という組織についてどれくらいご存知でしょうか。

医師が診察を行うところ？ それとも看護師が患者さんのお世話を

するところ？ 確かに病院は、医療行為を行う場所として重要な役

割を担っています。しかし、病院内の業務は医師や看護師によるも

のだけではありません。患者さんの食事管理や栄養指導を行う管理

栄養士、身体障害をもつ患者さんに対して基本的な動作能力の回復

を手伝う理学療法士、医療機器の点検整備等を行う臨床工学士、そ

して病院の経営資源を司る事務部スタッフなど、ここに挙げたほか

にも様々な職種の方が病院内で活躍しています。将来自分たちが働

くであろう病院という組織について、一度ゆっくり勉強してみませ

んか？ 患者さんの 

ために良質な医療

を提供すべく、一

丸となっている病

院の姿が本を通し

てきっと見えてく

るはずです。 

五代友厚と渋沢栄一
（洋泉社･刊） 

渋沢栄一上･算盤篇 
（鹿島茂･著/文藝春秋･刊） 

1. 深谷市の偉人･渋沢栄一翁 2. 病院ってどんなところ？ 



  

 
 

 

                                        

 

大学生活を満喫できていますか？ 両学部ともヒトの体をサポートするスペシャリストを目指すわけだから、学習が大変と感じるのもうな

ずけます。長年の教員生活で出会った大学生は数知れませんが、どこの大学、どの学部の学生さんもとにかく常にスマホをいじっている！ 大

学構内、通学中、休み時間にひたすらスマホ。今だけの青春時代なのに、何だかもったいない気がしてしまいます。携帯電話が普及していな

い時代に学生だった私は、友人との会話や、一人の時は本を読んで過ごした記憶があります。わからないことは分担し調べて持ち寄り、いつ

も学食で教科書を広げ、お茶しながらワイワイと騒がしく勉強、おしゃべり、レポート、の繰り返しでした。本学でも開設準備中の『ラーニ

ングコモンズ』が、きっとそんな空間となるのでしょう。びっしりと詰まった時間割の大変さや実験実習の失敗なんかも、仲間と共有しなが

ら明るく笑い飛ばして解決し、乗り越えたものです。もう随分と前のことだけれど、今でも輝いている思い出を材料に、図書館運営委員の一

員として『ラーニングコモンズ』の構想を練っているところです。 

 スマホを忘れたら大問題の一日となりそうですが、調べ物は『とりあえず検索』に慣れていると、専門職に就いた時どうなるか？ 患者様

から質問されてとっさにスマホを取り出す管理栄養士、看護師の姿を想像してみてください。自分が患者の立場なら、何だか変だろうし、「こ

のスタッフ大丈夫？」と思っちゃいませんか？ そこで、なるべくスマホに頼らない学生生活をおススメしたい！会話や読書の良さをもう一

度見直すチャンスとなるでしょう。一人の時は集中して図書館で関連本を調べたり、それについて友人とディスカッションしてみたり。何気

ない行動だけど、その都度スマホ検索してとりあえず見て、また忘れたら同じ検索をして、、、よりは頭に入る確率は高いと思いますよ。 

予習、復習、レポートで集中したい時は図書館を利用してみましょう。静かで落ち着いた空間と本の匂いに囲まれる時間は、考えをめぐら

すのに絶好の機会です。他の利用者が頑張る姿も刺激になります。そして時間割に余裕ができたら、ぜひ友人と学習し合う時間を持ちましょ

う。国家試験対策がはかどるだけでなく、きっと将来の輝かしい思い出となるはずです。今しか楽しめない大学生活に、もっと会話と読書を！  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大大学学生生活活ににももっっとと会会話話とと読読書書をを！！ 

【【山山種種美美術術館館  広広尾尾開開館館 1100 周周年年記記念念特特別別展展】】生生誕誕 112255 年年記記念念  速速水水御御舟舟  本本はは正正ししいい場場所所へへ戻戻ししままししょょうう 

 みなさんは速水御舟という画家をご存知でしょうか。明治末

から昭和初期にかけて活躍し、日本画に新しい息吹をもたらし

た新進気鋭の日本画家です。23 歳という若さで日本美術院同人

に推挙され、横山大観や小林古径などにも高く評価された御舟

ですが、画風が型にはまることを好まなかった彼は、ストイッ

クなまでに新しい画境を開き続けます。しかし、志半ばに 40

歳の若さで早世。残された作品はおよそ 700 余点で、傑作との

呼び声が高い「炎舞」（左）と「名樹散椿」は国の重要文化財に

指定されています。本展ではこの重要文化財指定の作品 2 点を、

実に 3 年ぶりに同時公開しています。さらに、山種美術館が所

蔵する 120 点の御舟コレクションを前期と後期とに分けて全

点公開いたします。御舟作品が一挙公開されるのは、2009 年

以来 10 年ぶり。常に新しい可能性を求めて挑戦し続けた孤高

の天才・速水御舟の世界をぜひご堪能ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 6 月 28 日発行 （第 105 号） 

会場：山種美術館 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-12-36 会期：2019 年 6 月 8 日(土)～8 月 4 日(日) 

＊会期中、一部展示替えあり(前期: 6/8-7/7、後期: 7/9-8/4)  開館時間：午前 10 時〜午後 5 時 ＊入館は

午後 4 時 30 分まで 休館日：月曜日 ＊但し､7/15(月・祝)は開館、7/16(火)は休館 入館料：一般 1,200

円／大高生 900 円／中学生以下無料 ＊障がい者手帳、被爆者健康手帳をご提示の方、およびその介助者（1 名）

は無料。＊【きもの・ゆかた割引】会期中、きもの・ゆかたでご来館のお客様は、団体割引料金となります。 展

覧会公式サイト：http://www.yamatane-museum.jp/ お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル） 

第 105 号 2019 年 6 月 28 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

図書館内でご利用になった本は、必ず正しい場

所へお戻しください。間違った場所へお戻しにな

ったり、適当な場所へ置かれたりしますと、図書

館員でも探し出すのが困難な場合がございます。

もし、お戻しになる棚がわからなくなってしまっ

た場合は、お気軽に本を図 

書カウンターへお持ちくだ

さい。図書館員が所定の棚

へお戻しいたします。 

（左）速水御舟《炎舞》【重要文化財】1925(大正 14)年 絹本･彩色 山種美術館 

紫紫陽陽花花（（アアジジササイイ）） 

梅雨を彩る紫陽花たち。花び

らに見えるところは実は萼

（がく）です。花言葉は「元

気な女性」。梅雨時の沈みが

ちな気分に明るさを灯して

くれる、紫陽花にふさわしい

花言葉です。【参考】『いち

ばん探しやすい フローリ

スト花図鑑』（宍戸純･監修､

世界文化社･刊） 

管管理理栄栄養養学学部部  講講師師  小小板板谷谷典典子子 

 渋沢栄一翁は、1840（天保 11）年に現在の深谷市血洗島に生まれ、

幼少期より論語を学び、生涯を通じて論語に親しんだといわれています。 

深谷市内にある「渋沢栄一記念館」では渋沢翁の銅像を見ることができます。また、幼少期の渋沢翁が論語を

学びに通った尾高惇忠の家までの地域は「論語の里」と呼ばれています。このほか、渋沢翁の生地として知ら

れる「中の家（なかんち）」や渋沢翁の喜寿を祝して建設された「誠之堂（せいしどう）」、渋沢翁が設立に関

わった「旧煉瓦製造施設」など、深谷市内には渋沢翁にゆかりのある史跡が多く残っています。市内の飲食店

では渋沢翁も愛した深谷の郷土料理「煮ぼうとう」がお召し上がりになれます。ぜひご賞味ください。 （上）渋沢栄一記念館 外観（渋沢栄一記念館所蔵）

渋渋沢沢栄栄一一翁翁史史跡跡めめぐぐりり 
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東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 

「平成」から「令和」へ 
～ 心新たに勉強や読書に取り組んでみませんか？～ 

1. 医療職の基礎「解剖生理学」を磐石に！ 2. 文章の書き方を学びませんか？ 

3. 料理を始めてみませんか？ 

 解剖生理学を「難しい」「苦手」と感じる学生さんはたくさんい

らっしゃるようです。「解剖生理学のわかりやすい参考書はありま

すか？」「穴埋め式の問題集はありますか？」など、多くの学生さ

んから質問が寄せられます。解剖生理学の教科書は、どの出版社

をみても厚みを帯び、学ぶ量の多さに辟易してしまうことでしょ

う。教科書を見ただけで「？？？」と感じてしまう方は、ぜひ図

書館で自分に合った解剖生理学の参考書をみつけてみてくださ

い。図書のほかに、DVD をみて学ぶ方法もあります。医療職にと

って基盤となるとても重要な科目「解剖生理学」。毎日コツコツ勉

強を積み重ね、少しでも苦手意識を克服しましょう。 

イメージできる 解剖生理学 
（ナーシング・サプリ編集委員会 編

／メディカ出版･刊） 

 授業ではノートやレポート、臨地実習では記録物、就職活動で

は履歴書や小論文など、大学生には文章を書く機会が多く存在し

ます。いまは Facebook や LINE などのコミュニケーションアプ

リを通じて、簡単な文章で意思の疎通ができるため、改まった文

章を書くことに苦手意識をもつ方も多いのではないでしょうか。

図書館には文章の書き方を教授する参考書がたくさん揃っていま

す。ノートの上手なまとめ方や美しい文章の書き方など、気にな

る参考書があったらぜひ手にとってご覧ください。文章力は、文

章を書く練習を重ねた分だけ向上することは間違いありません。

文章の達人を目指して「書く練習」を始めてみませんか？ 

4. 疲れたら、心の掃除をしましょう！ 

皆さん、料理はお好きですか？ 一人暮らしをきっかけに自炊を

始めた方や気分転換にフライパンを握る方、またカレーはルーか

ら自分で作るというこだわり派の方まで、性別を問わず料理をさ

れる方はいらっしゃることでしょう。献立を毎日考えたり、家に

帰ってから炊事をすることは大変ですが、疲れているときに手作

りの味噌汁を口にするとほっとした気持ちになれますし、作り置

きや冷凍保存を上手に活用すればコンビニ弁当を温めるのと同じ

くらいの時間で 1～2 品を作ることが可能です。食事は生活の基

本です。まずは簡単なレシピからチャレンジしてみませんか？ 

女子栄養大学の最高の朝ごはん
（香川 芳子･著／ダイヤモンド社･刊）

ゴールデンウィークも終わり、普段の生活リズムを取り戻して

いらっしゃる頃でしょうか。暑かったり、涼しかったり、ジメジ

メしたりと陽気が安定せず、心身の不調を感じている方もいらっ

しゃることと思います。なんとなく疲れがとれず気持ちが塞ぎが

ちという方がいらっしゃったら、ぜひ図書館へ足をお運びくださ

い。哲学や心理学の本棚には心を整えるための図書がたくさん並

んでいます。図書館でそっと本を開きながら、自分の心に耳を傾

けてみませんか？そのとき開いた本にストンと胸に落ちる文章が

あったら、モヤモヤとした気分に晴れ間がみえるかもしれません。

こころの処方箋 
（河合隼雄･著／新潮社･刊）

図解 栄養士・管理栄養士をめざす人の

文章術ハンドブック 
（西川 真理子･著／化学同人･刊） 

基礎からのナビゲーションシリーズ 

人体の基礎（医教/制作・著作） 

メビウス教育

研究所の塾長、

蜂谷正博先生

の講義が収録

さ れ て い る

DVDです。 

～ 2019 年 4 月 1 日から、東都医療大学は「東都大学」へ名称変更いたしました ～ 

看護師に役立つ 

レポート・論文の書き方 第 4 版 

（髙谷 修･著／金芳堂･刊） 

文章力が身

につけば、

レポートも

小論文も 

お茶の子さ

いさい！ 

今日から使える  

手抜き冷凍保存手帖 
（村上 祥子･著／ブックマン社･刊） 

レパートリーが

増えると料理は

楽しくなりま

す。疲れている

ときのリフレッ

シュにもおすす

めです。 

くまのプーさん  

心がスッキリする幸せのヒント 
（枡野俊明･監修／KADOKAWA･刊） 

静かな図書館で

リラックスしな

がら、本を眺めて

みましょう。 



  

 
 

 

 2018 年 4 月～2019 年 3 月に、貸出回数の多かった上位 30 冊を紹介いたします。専門書の貸出が上位を占めておりますが、図書

館には、看護や栄養、医療に関する図書以外にも幅広い分野の本を所蔵しています。ぜひいろいろな本を手にとり、教養を高める時間

をつくってみてはいかがでしょうか。2019 年度のランキングには、専門書以外の図書も上位に入りますことを期待しています。（下記

について、同一書名かつ登録番号が異なるものは、貸出回数をまとめて表記しています。） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22001188 年年度度  図図書書貸貸出出回回数数ラランンキキンンググをを紹紹介介ししまますす。。 

国国立立西西洋洋美美術術館館開開館館 6600 周周年年記記念念  松松方方ココレレククシショョンン展展  22FF 閉閉架架書書庫庫へへのの入入室室方方法法変変更更ににつついいてて 

 松方コレクションとは、神戸の川崎造船所を率いた松方幸次郎が 1916-1927 年に

かけて、ロンドンやパリで買い集めた美術品の総称です。モネやゴッホ、ロダンなど

その数は 3,000 点にのぼり、日本のために買い戻した浮世絵約 8,000 点を合わせれ

ば、コレクション数は 1 万点にも及びます。関東大震災や昭和金融恐慌の影響により

松方コレクションは流転の運命をたどりますが、第二次世界大戦後にはフランス政府

に接収されていた作品約 400 点のうち 375 点

が日本に寄贈返還され、それらを保管展示する

場所として国立西洋美術館が設立されました。

また、モネの幻の大作《睡蓮、柳の反映》が 2016

年にパリで発見され、国立西洋美術館に寄贈さ

れましたが、現存部分の修復を経て、今展で初

めて公開されます。松方の愛した大作の数々を

この機会にぜひご覧ください。 

東都大学図書館通信（深谷キャンパス） 2019 年 5 月 31 日発行（第 104 号） 

会場：国立西洋美術館(上野公園) 〒110-0007 東京都台東区上野公園 7-7  会期：2019 年 6 月

11 日（火）〜9 月 23 日（月・祝）  開館時間：午前 9 時３０分～午後 5 時 30 分 ※金曜日、土

曜日は午後９時まで。※入館は閉館の３０分前まで。  休館日：毎週月曜日、および 7 月 16 日（火）

は休館。 ※7 月 15 日（月・祝）、8 月 12 日（月・休）、9 月 16 日（月・祝）、9 月 23 日（月・祝）

は開館。  観覧料金（当日）：一般 1,600 円 ／大学生 1,200 円 ／高校生 800 円 ※中学生以下は

無料。※心身に障害のある方と付添者 1 名は無料（入館の際に障害者手帳をご提示ください）。※7 月

20 日（土）〜8 月 6 日（火）は高校生無料観覧日（入館の際に学生証をご提示ください）。展覧会公式

サイト：https://artexhibition.jp/matsukata2019/ お問合せ：03-5777-8600（ハローダイヤル）

第 104 号 2019 年 5 月 31 日発行  発行者：東都大学 図書館運営委員会 （深谷キャンパス） 

 利用者の皆様の利便性を図り、2F 閉架書庫への入室方

法について、当面、下記のとおり変更致します。なお、利

用マナーにおいて問題が生じた場合には、改めて検討する

こととなりますため、皆様のご協力をいただきたく、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

（左）クロード・モネ《睡蓮》 1916 年 油彩、カンヴァス  

国立西洋美術館（松方コレクション） 梅梅花花空空木木（（ババイイカカウウツツギギ）） 

アジサイ科（旧ユキノシタ科）。初夏に

ウメの花に似た白いさわやかな花を咲

かせます。一重咲きのほか、八重咲き

の品種も普及しています。ほのかに香

り、癒されます。/【参考】みんなの趣

味の園芸（NHK 出版）HP，広辞苑第 7

版（岩波書店） 

順位 書　名 （貸出回数） 順位 書　名 （貸出回数）

1 病期・病態・重症度からみた疾患別看護過程+病態関連図（91） 16 経過がみえる疾患別病態関連マップ（24）

2 看護学生のための疾患別看護過程(ナ－シングプロセス) vol.1（54）　 17 これで完璧！看護国試必修完全攻略集 2019年版（23）

3 看護学生のための疾患別看護過程(ナ－シングプロセス) vol.2（53）　 17 ナ－スのための検査値マニュアル（23）　

4 病気がみえる　vol.8　腎・泌尿器（45） 17 経過別看護過程の展開（23）

5 生活機能からみた老年看護過程+病態・生活機能関連図（44） 17 人間対人間の看護（23）

6 疾患別看護過程の展開（42） 21 ナ－スのためのやさしくわかる手術看護（22）

7 事例で学ぶ看護過程　pt.1（41） 21 根拠がわかる疾患別看護過程（22）

8 発達段階からみた小児看護過程+病態関連図（37） 21 消化器外科看護まるわかり（22）

9 エビデンスに基づく精神科看護ケア関連図（36） 21 早わかり看護に役立つ数値ノ－ト（22）

10 ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程（32） 21 病気がみえる　vol.２　循環器（22）

11 疾患別看護過程セミナー（30） 26 関連図の書き方をマスターしよう（21）

11 病気がみえる　vol.7　脳・神経（30） 26 疾患別病態関連マップ（21）

13 ワトソン看護論　人間科学とヒューマンケア（28） 28 疾患別小児看護　基礎知識・関連図と実践事例（20）

13 自分で描ける病態関連図（28） 28 実践マタニティ診断（20）

15 病気がみえる　vol.4　呼吸器（26） 30 アセスメントに使える疾患と看護の知識（19）
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