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図書館通信 栞（しおり）

本で旅する

私の通勤時間は、約1時間です。通勤路の途中に、航空宇宙博物館があり
ます。航空宇宙博物館の玄関にプロペラ機が3台展示されています。私のお
気に入りは、真中にあるミニ旅客機です。
この博物館は急カーブの場所にあり、それを過ぎると時速60㎞で約3分間

直線道路となります。この時間が私の旅の時間です。私の旅では、博物館の
玄関にあるミニ旅客機のプロペラを取り除きジェット機に変身します。この
ジェット機が真正面に見えたら、旅の始まりです。例えば「天使と悪魔」
「ダ・ヴィンチ・コード」（ダン・ブラウン著のサスペンス小説）を読んだ
後は、小説に出てきたバチカン市国に立っています。そして、スィスティー
ナ礼拝堂でミケンランジェロの『最後の審判』を見て、サン・ピエトロ大聖
堂へ行き、気がつくとパリのルーヴル美術館のピラミッドの前に立っていま
す。美術館ではレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』を見て、その後
サン・シュルピス教会に行き、建物を見上げます。
直線道路が終わり、信号機が見えると、私の旅は終わるのです。
実際に行けなくても、本を読むと、どこにでも空想の旅に出ることができ

ます。私は本で読んだ場所に旅をして、長い通勤時間を楽しんでいます。

助産学専攻科
教授
唐沢泉



子どもの頃「大草原の小さな家」という
本に出会い、夜になると、主人公の少女と
おおかみの遠吠えを聞いているかのような
空想の世界に身を投じた記憶…

中・高校生の頃には、「青年は荒野をめ
ざす」に触れ、行ったことのない世界、見
たことのない景色、味わったことのない食
べもの、想像もつかない文化に好奇心が膨
れ上がっていました。いつしか、自由に飛
びまわれる大人になって、未知の世界に自
分の足で旅するようになり…離れていた本
の世界。

2020年、COVID-19により、世界中が自由
に活動することを奪われ、私の生活も一変
しました。限られた行動範囲の生活にワク
ワクしない、ときめかない…生きているっ
ていうライブ感が乏しい。

ふと思い出した本の世界。久しぶりに手
に取ったのは、写真家・星野道夫氏のエッ
セイ。アラスカの自然や動物、人間と文化
の中で見つめる生と死。そして、流れてい
る空気を感じるようなリアル。大人になっ
ても霞むことのない冒険心。躍動する生き
た文脈に、目の前の退屈な世界はほんの
ちっぽけなもので、世界はもっと大きなス
ケールで流れていることに改めて気づく。
お休みの日には、本を片手に、時間の流

れを止めて。風に吹かれるシアワセ。空想
の世界に没頭できるヨロコビ。心が自由に
旅をする。大自然の中で深呼吸するような1
冊です。

岐阜県出身の小説家、朝井リョウ氏が
描くお仕事小説。
誰もが一度は耳にしたことがある有名

企業各社から依頼され、様々な短編を詰
め込んだ一冊。一見分厚い本にも見えま
すが、一つ一つの話は短いので、さらっ
と読みたい人にも、じっくり時間をかけ
て読みたい人にもおすすめです。
キーワード制限、文字数制限、性別制

限。え、こんな？ と思うような制限も
設けられるなか描かれる世界は、物語か
らエッセイ、コラムまで。
二十にも及ぶ世界の中で、私が特に気

に入っているのは「ウイスキーっておも
しろい」をテーマに書かれた物語です。
付き合うかもしれない男性は有能で後

輩からも好かれている。新しいことをた
くさん教えてくれる。それはまるで背伸
びができる大人の恋のよう・・・だのに、
わずかな違和感を覚えつつ、ついていっ
た先で見たものは。
本当の自分にあうのは背伸びをしなく

てもいい相手なのかもしれない。それを
教えてくれる可愛いお話でした。
読み終わったときはどこかスッキリと

した気持ちになれるお話が多いのも特徴
です。ぜひ、お気に入りの作品を見つけ
てみてください。

看護学部看護学科
准教授 水谷さおり

関キャンパス
司書 佐藤舞美

配架場所
295.394||Ho

配架場所
913.6||As

おすすめ図書

旅をする木
星野道夫著

発注いただき
ました！
朝井リョウ著



～図書館からのお知らせ～

関キャンパス

可児キャンパス

関キャンパスでは11月より『感染症の歴史と免疫』という
テーマで企画展示を行います。
人が生きる限り逃げることのできない見えない敵との戦い
の歴史はいかにして発生したのか。まだまだ終息の見えな
い日々に光がともりますように。

また、関キャンパスでは引き続き、新型コロナウイルス感
染症対策として、寒い時期も換気を徹底していきます。ご
来館の際には温かい格好でお越しください。
11月中旬以降はブランケットの貸し出しも行います。
※先着順
皆さまのご来館をお待ちいたしております。

可児キャンパスの11月の企画展示は
『なぜ？どうして？ 謎特集』です。

専門書から一般小説まで、あなたの疑問や好奇心を
くすぐる本を集めました。

興味をもって、手にとってもらえたら嬉しいです。



1. 開館時間
[ 通常開館 ]

・関キャンパス 月～金 9：20 ～ 20：30 / 土 9：20 ～ 19：00
※11月中は月～金 9：20 ～ 19：30となります。ご注意ください。

・可児キャンパス 月～金 9：20 ～ 19：30

[ 短縮開館（長期休暇中など）]
・関キャンパス 月～金 9：20 ～ 16：30 / 土 9：20 ～ 12：00
・可児キャンパス 月～金 9：20 ～ 16：30

2. 休館日
・日曜日 ・国民の祝日 ・全学一斉休暇期間 ・本学行事日
・図書館整理期間 ・図書館長が臨時に決めた時
※可児キャンパスは土曜日休館です。

3. 貸出冊数・期間

図書館利用案内

11月 開館カレンダー
◇ ◇ ◇ 関キャンパス ◇ ◇ ◇ ◆ ◆ ◆ 可児キャンパス ◆ ◆ ◆

資料種類 対象者 利用数 貸出期間

教職員 5冊以内 3週間

大学院生 5冊以内 3週間

学生 5冊以内 2週間

聴講生 5冊以内 2週間

学外者 2冊以内 2週間

学外者 不可 不可

その他 2点以内 3日間

図　　　書

視聴覚資料

★開館時間が急遽変更になる可能性があります。
来館前に、図書館HPのカレンダーもご確認ください。

月 火 水 木 金 土 日

1

休館

2 3 4 5 6 7 8

9：20～ 休館 9：20～ 9：20～ 9：20～ 休館 休館

19：30 19：30 19：30 19：30

9 10 11 12 13 14 15

9：20～ 9：20～ 9：20～ 9：20～ 9：20～ 休館 休館

19：30 19：30 19：30 19：30 19：30

16 17 18 19 20 21 22

9：20～ 9：20～ 9：20～ 9：20～ 9：20～ 休館 休館

19：30 19：30 19：30 19：30 19：30

23 24 25 26 27 28 29

休館 9：20～ 9：20～ 9：20～ 9：20～ 休館 休館

19：30 19：30 19：30 19：30

30

9：20～

19：30


