
学生のための仕事・就活論  

 深代が天声人語を書いたのは、

昭和４８年からの約３年間、ちょ

うど長嶋茂雄選手が引退したころ

の時代でした。長嶋は引退後、巨

人軍の監督に決まっていました。

引退翌日の天声人語は、長嶋選手

の野球人としての栄光と誰にも好

かれる人柄について述べた後、「長嶋新監督は長嶋

選手のいない巨人軍を率いていかねばならない。」

と締めくくりました。プロ野球史を紐解くと、この

言葉の重さがわかります。 

批評の神様の肉声! 天声人語最高のコラムニスト 

深代惇郎の天声人語   

 深代惇郎   著 

 昭和の日本最高の知性、批評の

神様と呼ばれた彼の文章やその語

るところに触れる時、物事を捉え

る眼、考えるヒントが啓きます。

本書は、小林の偉大なる魂と出会

う嚆矢（こうし）になると思いま

す。  

 「旅に出よう。ポケットには小林秀雄の文庫本

を１冊入れて・・・」小林の魅力にひかれた昭和

の若者の、これがステータスでした。物事を観る

視座が、大きく広がります。 

  就活中に不安や疑問を感じた

時、行き詰まった時、そこで少

し立ち止まって考え「おかしな

常識」を見分けること。それが

教養です。「仕事の世界」を律

するルールや、相談機関の情報

の他にも、自分の価値観をもつ

ことや自他の感情と向き合い自分を大切にするこ

となど、自分のあり方そのものが、働くことの支

えとなるということを教えてくれる一冊です。 

  

 私たちはどうにもならないことも

受け入れ、どう生きていくかを考え

なければなりません。「自分の考え

方を修正してみよう」（「ねばなら

ない」は心を曇らせます。「あるが

ままの自分でオッケー」（自分を許

容しよう）「泥棒と人殺し以外は何

でもやってみよう」（多様な経験をすると人の気持

ちがわかるよ） 

 カウンセリング心理学者の著者が自己を見つめる

ヒントを教えてくれます。 

つなげよう ひろげよう 男女共同参画の輪 
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仕事と就活の教養講座  

         細谷実 編 

いい生き方って何だろう 

今回、図書コーナーでは就職活動に必須の履歴書等の書き方のマニュアル本。学生の皆

さんが自分の将来の生き方や職業を考えるための本。面接や小論文で内容の深い応答や記

述ができるようになるための論説文、幅広い教養を身につけ豊かな会話力をつける歴史や

文学、自然科学の本など、進路を考えるうえで役立つ本をそろえてみました。 

今回購入した図書の紹介（8冊）                      

18歳からの人生デザイン  

國分康孝  著 
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 学生との対話   

小林秀雄  著 

特
集 



 「ハーベイロードの前提」とい

うケインズ経済学の言葉がありま

す。経済学が理論通り理想的に機

能展開していくためには、その根

底に人間の善意や公正さ、正義感

等、人としての道徳性を必要とす

るというものです。 

 今日の経済は、グローバル化と規制緩和により、

格差や貧困等多くの問題を生み出していますが、今

日求められている道徳とは何のためのものか、鋭く

現代を読み解いています。 

経済と道徳性 

歴史家の案内する京都   

仁木宏/山田邦和 編 

京都歴史・文学散歩   

 「京都はとにかく歩く街であ

る。歩けば必ず史跡に当たる。そ

れを調べれば歴史があり、物語が

あり、文化がある。」 

 京都を巡ってみましょう。実際

に訪れなくても、本の上であるい

は地図の上で。そして、興味のあ

る事柄について、より深く調べていくうちに歴史

家に案内されて巡る京都の旅は、やがて京都に案

内される日本の歴史と文学、文化の旅となること

でしょう。 

 明治になって、日本にやってきた

多くの西洋人たちは、文明の先端国

のエリートとしての誇りと自負を

もっていました。しかし、やがて、

その自信は大きく揺らぎます。 

 日本人の高い識字率、深い精神性

をもつ文化、そして何よりも周囲の人と円満に暮

らしていくための優れた道徳性。「日本人こそ世

界最高の文化人」と彼らを驚嘆せしめた、この時

代の日本人の精神を築いた人々について、学んで

みましょう。 

 ２０世紀の物理学の革命は、量

子力学の登場と相対性理論によっ

てもたらされました。 

 主役は“光”。今日よく知られ

ている太陽光パネル。これに光が

当たり電子が飛び出す時、光は玉

突きの玉のように振る舞う。光の

持つ波と粒の性質の２重性。ここから量子論が始

まります。もう一つは光速度の普遍性。ここから

相対性理論が展開されていきます。この本は、誰

にでもわかる楽しい物理学の革命物語です。 

極小と極大の宇宙 

  量子革命   

 マンジェット・クマール   著 

 日本人の心を築いた人々 

現代をどうとらえ、どう生きるか  
 

佐貫浩  著 

  １８８９（明治２２）年のこの日、２０世紀最大の映画監督であり、喜劇俳優であった

チャールズ・チャップリンがイギリスで生まれました。チャップリンが第二次世界大戦中に制作した映画「独裁

者」の最後では、６分間にも及ぶ演説の場が設定されています。 

 「・・・私たちは皆、助け合いたいのだ。人間とはそういうものなんだ。私たちは皆、他人の不幸ではなく、

お互いの幸福と寄り添って生きたいのだ。私たちは憎み合ったり、見下し合ったりなどしたくないのだ。・・・

この世界には、全人類が暮らせるだけの場所があり、大地は豊かで、皆に恵みを与えてくれる。 人生の生き方

は自由で美しい。しかし、私たちは生き方を見失ってしまったのだ。欲が人の魂を毒し、憎しみと共に世界を閉

鎖し、不幸、惨劇へと私たちを行進させた。 ・・・今こそ、約束を実現させるために闘おう。世界を自由にす

るために、国境のバリアを失くすために、憎しみと耐え切れない苦しみと一緒に貪欲を失くすために闘おう。 

理性のある世界のために、科学と進歩が全人類の幸福へと導いてくれる世界のために闘おう。・・・民主国家の

名のもとに、皆でひとつになろう。」 

 世界中で貧富の差が拡大し、多くの国で難民が溢れ、人々の心には「平和の砦」ならぬ「心の壁」が築かれよ

うとしている今日、あらためてチャップリンからのメッセージに、耳を傾けなければならないように思います。 

代表的日本人   

内村鑑三   著 



Ｎｏ  書          名 著     者  分  類 

6963 １８歳からの民主主義 岩波新書編集部 法律 

6964 仕事と就活の教養講座 中西新太郎/小園弥生 仕事 

6965 就活、この一冊から 西村勇気 仕事 

6966 転職者のための職務経歴書-履歴書・添え状の書き方 谷所健一郎    仕事 

6967 職務経歴書・履歴書【完全版】 坂本直文 仕事 

6968 絶対内定 杉村太郎/熊谷智宏 仕事 

6969 成功する転職 谷所健一郎    仕事 

6970 上杉鷹山 リーダーの要諦 佃律志 仕事 

6971 女性リーダー4.0-新時代のキャリア術 坂東眞理子 仕事 

6972 １８歳からの人生デザイン 國分康孝 生き方. 

6973 
現代をどうとらえ、どう生きるか 

-民主主義・道徳・政治と教育 
佐貫浩 生き方 

6974 高校生のための東大授業ライフ 東京大学教養学部 エッセイ・文学 

6975 雑学の威力 やくみつる エッセイ・文学 

6976 生まれてきた以上は、生きねばならぬ-漱石珠玉の言葉 石原千秋【編】 エッセイ・文学 

6977 深代惇郎の天声人語 深代惇郎 エッセイ・文学 

6978 続・深代惇郎の天声人語 深代惇郎 エッセイ・文学 

6979 学生との対話 小林秀雄 エッセイ・文学 

6980 直感を磨くもの 小林秀雄 エッセイ・文学 

6981 最高の結果を引き出す質問力 茂木健一郎 エッセイ・文学 

6982 代表的日本人 内村鑑三 エッセイ・文学 

6983 歴史家の案内する京都 山田邦和 エッセイ・文学 

6984 源氏物語と日本人 河合隼雄 エッセイ・文学 

6985 宇宙が始まる前には何があったのか？ クラウス・ローレンス その他 

6986 量子革命-アインシュタインとボーア クマール・マンジット その他 

6987 研究するって面白い！-科学者になった１１人の物語 伊藤由佳理 その他 

6988 世間という観念の呪縛-同調を促すシステム 篠崎勝 その他 

6989 高学歴女子の貧困 大理奈穂子/栗田隆子・他 その他 

    

 今回の新着図書（全27冊） 



図書コーナーから   

 
  

            

●貸出にはカードが必要です。 
 本人確認ができる証明書 

 （免許証・学生証・健康保険証など）をご

持参のうえ、2階受付カウンターにて、お申

し込みください。 

●図書の貸出（無料）   

 貸出期間…２週間                 

 貸出冊数…３冊まで     

 

●閲  覧 

 情報広場にある図書・ 

 資料新聞は自由に 

 閲覧できます     

●お探しの本がない時は… 

 お探しの本が貸出中の場合 

 予約することができます 

 お気軽にお申し出ください 

コムズ2階 図書コーナー 利用案内 

Facebookも                  

見てね♪ 

★最高のコラムと呼ばれた「深代惇郎の『天声人語』」をおきました。 
 心に響く小論文を書くには、明確に問題点を捉え、分かりやすい例になぞらえて対象を吟味し、論理の

切り返しを図って強く印象付けて、簡潔に締めくくる展開と一方で軽やかな文章のタッチを必要としま

す。そのための最も手っ取り早い方法、それは優れた論説文を読み込むことです。それによって、文章の

組み立て、文のタッチが身に付きます。もう一つには、対象に対する批評眼が鋭くなります。 

★紀行や物語として、楽しく自然科学や歴史、文学を学びましょう 
 小論文の内容をより豊かなものにするため、幅広い教養を意欲的に身につけてはどうでしょうか。 

 歴史や文学、芸術、自然科学など、雑学を豊かにすることで話題が豊富になったり、内容の切り口が多

様になったりします。興味のある事、楽しみなことから、学問への一歩をふみだしたいですね。 

★学生の皆さんへ 本格の批評文に触れてみませんか 
 今では古典と言っていい小林秀雄の本は、物の見方考え方を深めるのに絶好の本です。学生さん向けの

本を用意しましたが、これを機会に彼の著作に触れてほしいと思います。彼の文章になじめば、日本の古

典文学がより親しみやすくなります。そして直感的に物事を洞察する力が自然と備わってきます。 

 

◎就活中、あるいは進路を考慮中の方だけでなく、どなたでも興味をも

たれた方は、ぜひ一度お立ち寄り下さい。 

 図書コーナーでは、高校生、大学生向けに進路選択のヒントとなる本

や就活をされている方向けのビジネスマナーや職務経歴書等の書き方、

小論文を書くためのコラムやエッセイ。幅広い教養を身につけるための

歴史や文学、自然科学に関する本などを取り揃えて、進路・就活支援

コーナーを設けました。 


