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習慣が人をつくる
学生部長 馬場和久

後期の授業に先だって、１年生の皆さんには、「よい習慣づくりをしていきましょう！」というお
話をさせていただきました。マザーテレサやイチロー選手の言葉を借りながら、言動はやがて習慣に
なり、その習慣が人格や人生を決めてしまうという話でした。同じように、アメリカの心理学者ウィ
リアム・ジェームズ（1842-1910 年）の残した『心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が
変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。』という名言も今に伝えられ
ています。
さて、学生の皆さんにはコロナ禍にあって、手洗いや消毒、マスクの着用、人との距離など、新し
い日常も習慣化してきているところかと思います。
そこでもうひとつ、２年間という短い大学生活の中で、図書館を利用してみるという習慣も身に付
けてみませんか。高度情報化がますます勢いを増している中で、皆さんの生活はスマホがあればすべ
て事足りるという環境にあるかもしれません。しかし、学生と図書館、あるいは学生と読書という表
現は古い時代から今もなお、学生を象徴するひとつの言葉として使われ続けています。勿論、書籍も
電子化している時代ですからそこまで否定する気は毛頭ありませんが。
先日、図書館司書の谷地先生とそんな話をしていたところ、一冊の本を紹介し
てくださいました。『夢をかなえるゾウ』（著：水野敬也）という小説です。
10 年以上も前に出版され、たちまちベストセラーとなったうえ、テレビドラマ
化までされた作品ですので多くの皆さんが知っているかもしれません。今年、第
４弾が出版されました。
ダメな主人公と、おかしな関西弁を話す、ゾウの鼻と 4 本の腕を持ったインドの神様、ガネーシャ
との物語です。漫才のような会話の中に、自分を変えて成功するための秘訣が楽しく書かれています。
ガネーシャの教えが、行動することの大切さを読者に示してくれている、魅力ある書籍のひとつです。
良い習慣を積み重ねることで成功していくという内容であり、まさに習慣が人をつくることを教えて
います。
「変わろうとしてもなかなか自分が変えられない」という人にはうってつけの内容です。ぜひ読ん
でみてはいかがでしょうか。
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学生図書委員会の
私からの「おすすめの一冊」
★の付いたタイトルは、図書館で借りられます。

１．★『さっちゃんのまほうのて』
田畑精一 著 偕成社
「おかあさん、さちこのては、どうしてみんなとちがうの？」
障がいを持った女の子が、ある時自分とみんなが違うことに傷つき、
涙を流しながらお母さんに聞きます。その問いに対するお母さんの言葉
に深い娘への愛を感じます。ありのままの自分を愛してくれる人たちの
言葉によって、さっちゃんは自分を受け入れて力強く前に進んでいく
…。小さくとも前向きなさっちゃんの姿に感動させられます。
健康栄養学科１－Ａ 小野寺 桜

２．★『はらぺこあおむし』
エリックカール 著 偕成社
この本は絵本ですが、色彩がとてもきれいで、読んでいて
元気になれる本です。
健康栄養学科１－Ａ 設楽 和恵
とても好きな絵本なので、おすすめします。
幼児保育学科２－Ｂ 本木 夕渚

３．★『かがみの孤城』 辻村深月 著 ポプラ社
私はこの本を読んだときにとても感情移入をしてしまいました。続きが
気になって一気に読み進めてしまうほど面白い本でした。疲れているとき
ほど、読んだときに現実を忘れられるので、おすすめです。
健康栄養学科１－Ｂ 山田 怜奈

４．『生存者ゼロ』 安生正 著 宝島社
この作品は、第 11 回「このミステリーがすごい！」大賞を受賞してお
り、ストーリーがとても面白いです。未知のウイルスによるパンデミック
の起きた日本を描いていて、ウイルスに対する恐怖や登場人物の人間関係
がとてもリアルに描かれています。今の情勢だからこそ、より登場人物に
感情移入できると思います。
健康栄養学科１－Ｂ 武智 那由太
２

５．『Ｘゲーム』 山田祐介 著 幻冬舎文庫
私がこの本をおすすめする理由は、この本が好きでいろんな人にも
読んでもらいたいからです。この著者の本は感情移入しやすく、考え
やすいので良いと思います。
健康栄養学科１－Ｃ 加藤 桃花

６．『妖怪アパートの幽雅な日常』
香月日輪 著 講談社
登場人物の心理描写、心情の変化の細やかさがとても良い。ストー
リーも素晴らしく、食事シーンで出てくる料理も一つ一つとてもおい
しそうに描写されている。そのため、ストーリー目的でも描写の参考
でもどちらでも使えると思います。
健康栄養学科１－Ｃ 石川 康太

7．『むかしむかしあるところに､死体がありました。』
青柳碧人 著 双葉社
タイトルと表紙からとても気になる一冊です‼昔話の非現実感があり
ながら、アリバイや殺害方法はしっかりと辻褄が合い、読み応えのある
ミステリーです。短編で読みやすいので、あまり本を読まない方でも読
める作品だと思います‼
健康栄養学科２－Ｂ 江原 彩果

８．『こども六法』 山崎聡一郎 著 弘文堂
法律はみんなを守るためにある。法律を知っていれば自分の事も相手
の事も大切にでき、尊重できる。改めて法律はかっこいいと思える本な
ので、子供から大人まで幅広く読んでほしいです。
健康栄養学科２－Ｂ 安齋 愛唯

９．『20 代にしておきたい 17 のこと』
本田健 著 大和書房
20 代にしておいたほうがいいことを教えてくれる本だと思います。
特に 20 代前半に読んだほうがいいとおすすめされており、20 歳になる
学生に読んでもらいたいと思います。
健康栄養学科２－Ｃ 北 瑠菜

３

10．★『曽我物語』

菅吉信 著

玉川こども図書館

この物語は日本三大仇討ちの一つである曽我兄弟の仇討ちを描いた物
語です。平安時代末期の幼い兄弟は所領争いに巻き込まれて父を殺され、
そこから仇討ちに捧げた二人の人生が始まります。一度離れ離れになり
ますが、元服した二人は源頼朝が催した富士の巻狩りでいよいよ仇討ち
を決行するのです。仇討ちとは、成功しても死にに行くのと同じです。
今では考えられない仇討ちのために、懸命に生きた二人の兄弟の物語を
読んでみてはいかがでしょうか。
健康栄養学科２－Ｃ 矢代紗弥花

11．★『どっちがへん？』
岩井俊雄 作 紀伊国屋書店
見開きのページに 2 つの絵があります。
どちらの絵が“へん”か考えてみよう‼
健康栄養学科２－Ａ 飯島 彩子
倉持 捺南

（画像は飯島さんと倉持さんの創作物です。
図書館の蔵書の中から、楽しい絵本を探し
出してしてくれました。
）

12．★『また！ねずみくんのチョッキ』
なかえよしを 作・上野紀子 絵 ポプラ社
私も小さい時にこの「ねずみくんシリーズ」の絵本を読んでいまし
た。1974 年から続くロングセラーの絵本です。シンプルなモノクロ
のステキなイラストで、ストーリーも読んでいると何だかほんわかと
心が穏やかになれる 1 冊です。
幼児保育学科 1－A 今井萌香

13．★『ころべばいいのに』
ヨシタケシンスケ 作

ブロンズ社

誰にだって嫌いな人はいる。そんな時、どんなふうに考え向き合
っていくか考えさせられます。
嫌な気持ちに正しく向き合う方法、そして自分はどうかを考えさ
せられる絵本で、子どもだけでなく、大人になっても考えさせられ
る本になっているので、ぜひ読んでほしいです。
幼児保育学科 1－B 茂木萌恵
４

14．★『おなべおなべにえたかな？』
小出保子 作・絵 福音館書店
つまみ食いが大好きで、子どもの頃すごく共感した絵本なのでおす
すめします。
幼児保育学科 1－B 沖野 羽美

（画像は竹林さんの
創作物です。小さな
魚は、全て切り絵で
表されています。）

15．★『スイミー』
レオ＝レオニ 作 好学社
子どもが楽しく読める絵本なので、
おすすめします。
幼児保育学科 1－Ｃ 竹林 天音

16．『ぴよぴよスーパーマーケット』
工藤ノリコ 作・絵 佼成出版社
おすすめした理由は、この絵本が昔から好きで、寝るときに毎晩、
母に頼み込み読み聞かせをしてもらっていたからです。この本のお
すすめの場面は、スーパーの中でひよこさんのお友達とかくれんぼ
を始めるところで、子どもと一緒でも楽しめるところです。
幼児保育学科 1－Ｃ 川島 亜美

17．★『おかしになりたいピーマン』
岩神愛 作・絵

岩崎書店

おかしにあこがれるピーマンが、色々なお菓子に変身して、色々なお
店に隠れていくお話。実習での読み聞かせなどで、子どもたちとピーマ
ンを探したりするとすごく盛り上がります。
幼児保育学科２－Ｂ 物見 遥香

18．『神酒クリニックで乾杯を』
知念実希人 著 角川文庫
スピード感のある本で全く飽きません。読み終えた時には人間不信に
なりそうでした。ラストの展開、最後の最後まで騙されました。
幼児保育学科２－Ｃ 岩崎 麻里

５

下半期学生購入希望図書調査へのご協力
ありがとうございました！
令和 2 年度下半期の調査では、143 冊（重複含む）の購入希望がありました。予算上、全ての図
書を購入することはできないため、希望理由や蔵書のバランス等を考慮し、36 冊の図書が蔵書に
加わりました。新着図書は、本学ホームページ内「図書館」の「OPAC」からも確認できます。

購入した本から一部紹介！

『魔法の手抜きおやつ』
てぬキッチン 著
ワニブックス

『りんごかもしれない』
ヨシタケシンスケ 著
ブロンズ新社

『保護者の伝える力』
寺田清美 著
ひろばブックス

『82 年生まれ、キム・ジヨン』
チョ・ナムジュ 著
筑摩書房

『「繊細さん」の幸せリスト』
武田友紀 著
ダイヤモンド社

『こどもの脳は食から育つ』
加藤直美 著
芽ばえ社

この他にも魅力的な本がたくさんあります！
≪附属図書館利用のご案内≫
開館時間：月～金 9：00～18：00 ※当面の間、16：00 まで（新型コロナ感染症拡大防止対策）
土

9：00～12：00

休 館 日：日曜日、祝日、館内整理日(月 1 回)
年末年始 2020 年 12 月 25 日（金）～2021 年 1 月 5 日（火）
※その他臨時的に休館の際は、その都度掲示します。
貸出制限：本科学生 5 冊 2 週間まで・専攻科学生 7 冊 30 日間まで
６

