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★2006年度に開催の「第2回読書マラソン・コメント大賞」に

寄せられた応募コメントの中でおすすめ度が星5つの作品を、

ジャンルを問わず25点ご紹介します!

『反社会学講座』
パオロ・マッツァリーノ／
イースト・プレス
非常に読ませ方が上手い本であ

る。腹筋が筋肉痛になるまで笑える
娯楽本としても良し。己の知識を深
める雑学本や考え方に幅を持たせる
ための教養本としても申し分のない
内容を最初から最後まで読み手に提
供している。最近は問題を提起する
だけで自分の考えも何も言わない本
や報道が多い中、この本はしっかり
と“考え”を出した上で問い掛けて
くる。

（富山大学／伏龍）

『お姫様とジェンダー』
若桑みどり／ちくま新書
ディズニーアニメのお姫様などを

通してジェンダーを考える。初学者
向けのジェンダー書。だが、多分そ
れなりにジェンダーを学んだ人が読
んでも面白いと思う。「お姫様」と
いうこれ以上ない「女の子らしい」
女の子を取り上げたのが秀逸。とて
もわかりやすいし、本当に面白い。
新書という体裁をとったジェンダー
本の好著。
（お茶の水女子大学／芸術至上主義）

『国家の品格』
藤原正彦／新潮新書
すごく励まされた。勇気付けられた気がする。日本人であること、日本という国に生まれて

きたということをとても嬉しく思った。それと同時に、大切なことに気づかされた気がする。
シロかクロか、勝ちか負けかの二極化が進む中で無限の可能性を秘めた灰色の美しさを忘れて
いた気がする。また、英語を話せるようになることにのみ集中して、内容のことなど全く気に
かけてなかった。英語、すなわち言語はコミュニケーションをはかる上で重要だが、所詮手段
であることを忘れてはならないと思った。私はこの国に生まれた唯一無二の存在であることを
大切に想い、毎日を過ごしていきたい。

（お茶の水女子大学／もみじ）

『ポートレイト・イン・ジャズ』
和田誠・村上春樹／新潮文庫
和田誠さんの気合いの入ったポー

トレイトを見ているだけで時間がど
んどん過ぎていくけど、ジャズへの
熱い想いを語る村上春樹の文も楽し
い。この本から、腰を据えてしっか
りと音楽を聴くことの素晴らしさを
教わった。ジャズって歌詞なしのイ
ンストが多いけど、気合いを入れて
聴いて慣れていくと、歌詞がなくて
も言いたいことが伝わってきます。

（九州大学／So What?）

『ジョーシキ一本釣り』
玖保キリコ／角川文庫
漫画家である著者が、日常の常識

について自分の持つ「常識」と比べ、
その相違について考えるエッセイ集
です。普段、私たちが当たり前と思
っている衣替えや便利なもの、不便
なものについてもいちいち考えてい
る著者の好奇心の強さは面白く、私
も身の回りのことに興味を持ちなが
ら生活するようになりました。

（首都大学東京／マッハ）

『もの食う人びと』
辺見庸／角川文庫
はっきり言って軽率。神聖な修

道院に、地域紛争の真っ直中に、
軍隊の中に、刑務所の中に、放射
線汚染地域に、そして食うにも困
る貧しいエイズ患者溢れる村に、
ただもの食う人を観察しに行くと
いうのだから。だけど、どうしよ
うもなく魅きつけられるのは何故
だろう。ものを食べるという営み
は１つの大きなドラマだ。あるシ

ーンに大笑いし、また別のシーンで胸がしめつけられ
るような切なさを味わった。“高邁に世界を語るので
はなく「食う」人びとをスケッチした”作者と一緒に
旅したような気がしている。

（山梨大学／なす）

『チョコレート・
アンダーグラウンド』
アレックス・シアラー／求龍堂
こんな風に考えたこと、ありま

せんか？ 「チョコレート・砂糖・
お菓子・ジュース・アイス…甘い
物が身の回りから全てなくなって
しまったら……」と。この本は、
それが法律となってしまった国の
お話。健全健康党が政権をにぎり、
チョコレート探知機が街をうろつ
く……。“甘党”にはたえがたいこ

とですよね！　そんな国を救おうと、2人の男の子た
ちがお菓子屋のおばさんと手を合わせ、密売を始める
ところから展開する物語は著者紹介に「見かけはもう
オジサンなのに子どもの気持ちがよくわかる、とても
ピュアな心をもった」と書いてあるシアラーならで
は!! 現代日本にも政権をひっくり返すような人がい
ればいいのですけどね。

（中京大学／ネロ）

『いつか王子駅で』
堀江敏幸／新潮文庫
読者を惹きつけて離さないよう

な文章ではないけど、非常に「い
い文章」だと思った。小学生の頃
に遊んで帰る時に嗅いだ夕方の匂
いのような文章。でも単なる懐か
しさとも違う、静かな矜持も感じ
る。忘れられない言葉が多く、何
度も読み返した。競争社会に生き
るのではなく、単なるスローライ
フでもない。「変わらずにいること

が、結果として前向きだったなと、後からわかってく
る生き方」というものを学んだ。逃げではないありの
ままを常に理想にしていこうと思った。

（名古屋大学／PWOO）

『ドナウよ、静かに流れよ』
大崎善生／文春文庫
人は自分の死に方を選べない。い

つ死んでしまうか分からないからこ
そ精一杯生きようとする存在だ。生
の隣には死が、死の隣には生があり、
無限のループを繰り返している。そ
の秩序正しい回転を“愛”は悠々と
飛び越えてしまう。その姿は残酷で
激しくて美しい。
愛とはなんだろう。
死とはなんだろう。

広大な世界を目の前に、私は答えを
出せずにいる。
（横浜市立大学／You And Me）

『あかね空』
山本一力／文春文庫
店を守り立てる苦労と家族のそれ

ぞれの想い、確執。それらのものを
含みながら、店は徐々に大きくなっ
ていく。相手が目の前にいたときは
互いの気持ちは伝わらず、言い争い
にしかならなかったのに、いなくな
って初めて分かるその本当の気持
ち。伝わらない歯がゆさ。本当に伝
えたい言葉は口に出せず、自分の意
地だけが口に出て、理解し合えない
家族の姿に共感しつつ、残念にも思
う。「それでも家族は繋がっている」
その結論を、回り道をしながらも最
後に見つける。回り道をしたからこ
そ、それが大切なものだとわかる。
この本はそれを教えてくれる。

（早稲田大学／ニホンカワウソ）

『童話物語』 上・下
向山貴彦・宮山香里／幻冬舎文庫
この世に変わらないものなんてな

い。朝には黄に輝く太陽も、夕には
赤く溶けていく。春に咲き乱れる満
開の桜も見ているそばから散ってい
く。私達の生きてる世界は変わって
いくからこそ美しい。儚くもろい一
瞬の命だからこそ、“今”を一生懸
命生きていくことに意味がある。そ
れなのに、誰もがみな普段はそんな
ことをすっかり忘れて、変わらない

ものばかりを追い求めてはないものねだりをし続けて
いる。変わっていくことを嘆き悲しんでいる。けれど、
本当に大切に想うべきなのは変わらないことじゃな
く、変わっていける可能性。今日がだめでも、明日が
あると信じて生きていくこと。「変われるって素晴ら
しい」そう信じて私は今日を確実に生きていこう。

（東京外国語大学／東京迷子）



『片想い』
東野圭吾／文春文庫
『分身』や『秘密』の張り詰めた伏線と同じ系統の緊張感にあふれた作品。はじめの方は若
干インパクトに欠けるような印象を受けましたが、物語半ばを越えてからの加速感がたまりま
せん。多くのどんでん返しにしびれさせられました。いつもながら東野さんの奥の深さに恐れ
入ります。読了後、自分は何％のグレーなのだろう……と考えてしまう、その事自体が枠に囚
われた考え方なのでしょうか。誰にでも当てはまる“メビウスの輪”、男女差を持ち出したり
しないフィールドで過ごしてきた身としては、結局「個」が重要なんだと思いました。

（埼玉大学／Ｋ．Ｍ）

『ハゴロモ』
よしもとばなな／新潮文庫
それは優しい感じを常に湛えている。湖の面のような全てを隔てなく受け入れてくれる、そ

んな空気が、この小さな文庫本全体に通っている。それだけで私はどこか救われるような真っ
直ぐな心持ちがする。世界は概して美しい。美しいだけでもないけれど、それでも、何とかや
っていけるくらいには静かな安息が確かにあるのだ。投げやりな気分になった時、私はこの本
を思い出す。そういうときに読める。風邪をひいた夜に起きて飲む水のように入ってくる、そ
んな物語。

（横浜市立大学／月夜璃穂）
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『百万の手』
畠中恵／創元推理文庫
大人はずるい。子どもに何の断

りもなく重大なものを背負わせて、
悩ませ苦しめて、でもちゃんと引
き上げてくれるから。もし自分が
親と血が繋がっていなかったら…
…。たくさんの人が一度は考えた
ことがあること。けれど、それが
本当だったら？　思わず足が竦む、

そんな状況に夏貴を置いたのは、親や医師たち大人。
でも、夏貴を助けてくれたのも、新しく親になった大
人。子どもの悲しみも苦しみも察して、少しばかり乱
暴に導いてくれるのは、大人も少し前までは子どもだ
ったからかもしれない。

（高知大学／河太郎）

『蛇行する川のほとり』
恩田陸／中公文庫
少女が大人になるのはいつだろ

う？　何かを諦めた時？　何かを
得た時？　それとも何かを失った
時だろうか。私にはわからない。
いつの間にかもう私は「少女」で
はなくなっていたのだから。この
物語の中で、一人の女の子の少女
期が終わりに向かってゆく。何だ

かそれは甘酸っぱくて、寂しくて、懐かしい。美しい
風景とともに、この感覚を味わってみてください。

（神戸市外国語大学／buttercup）

『春にして君を離れ』
アガサ・クリスティ／ハヤカワ文庫
美しいタイトルとは裏腹に、背

筋が寒くなるような物語だった。
物事を表面的にしか受け取らない
こと、自分のためなのに他人のた
めと思い込んでそれを押し付ける
こと。誰でもしてしまいそうなこ
とだ。長い間、正しいと信じてき
たことが間違いだったと気付くこ

と、そのせいで一人ぼっちだと気付くのはなんて怖い
ことだろう。人生に満足していたならなおさらだ。

（弘前大学／ユーグレナ）

『砂糖菓子の弾丸は
撃ちぬけない』

桜庭一樹／富士見ミステリー文庫
「あたし」は生きていくために実
弾が欲しかった。海野藻屑は甘った
るい嘘にまみれた砂糖菓子の弾丸を
撃ち続けた。藻屑は殺された。愛し
て、慕って、愛情が返ってくるのを
期待して。「好き、って絶望だよね」
とても読みごたえのある作品だっ

た。読んだあと心に何が残るかは人によって違うが、
私は少しの痛みと懐かしさ、温かさが残った。ハッピ
ーエンドではないがおすすめである。

（愛知県立大学／さくら）

『都市伝説セピア』
朱川湊人／文春文庫
例えば、昨日死んだ友達が今日の

公園に立っていたら、あなたはどう
しますか？　そして、それが今日で
はなく、昨日の公園だったら……。
繰り返す。昨日の公園を繰り返す。
大好きな友達が今日死ぬと分かって
も、運命は変えられない。最後、ボ
ールを拾うことのできなかった陽介

を想うと、胸が詰まった。少し怖くて、少し切なくな
る、不思議な話です。

（愛知教育大学／カノ）

『第九の日』
瀬名秀明／光文社
ロボットが人間にいくら近づいた

としても、人間にはなれない。そし
てそれは知能が発達しすぎたロボッ
トのジレンマになることに、私は初
めて気付きました。私達は、ロボッ
トが近い将来生まれたら、もっと純
粋なものだと思い込んでいたのでは
ないでしょうか？　人間の知能に近

いロボットは便利で、時に友達にもなり得ます。しか
し、人間のもつエゴの部分をうつす鏡のような存在に
もなります。私は、表題作「第九の日」を読んでもっと
生身のロボットのことを考えなければ、と思いました。

（高知大学／螢華）

『愛しても届かない』
唯川恵／集英社文庫
主人公の七々子が恋をした相手

には、既に恋人がいた。七々子は
その恋人を陥れて、まんまと新し
い恋人の座におさまった。という
と、七々子はとても悪い女のよう
に聞こえるけれど、七々子はむし
ろ正義感ある善良な女性だと思う。
正義感ゆえに、自分のしたことの
ずるさや卑怯さにいちいち気付い
てしまう。けれど、恋に狂った七々
子は彼を手に入れるための行動し
か出来なくなってしまったのだ。

七々子は悲しい女性だけれど、特別ではない。女性で
あれば誰でも七々子に成り得ると思う。

（埼玉大学／ＭＹ）

『愛をください』
辻仁成／新潮文庫
読み終わった後、涙が出ました。

愛を知らずに育ち、愛に飢えている
なんてとても切ないです。苦しいで
す。でも、基次郎からの手紙で少し
ずつ主人公・李理香が心を開いてゆ
くのにはとても温かいぬくもりを感
じました。そして、ラストの場面で
事実を知った時、悲しさとなんとも
言えぬ温かい気持ちになりました。
愛が欲しい人、愛について考えたい
人におすすめの一冊です。

（愛知教育大学／よっこー）

『とおくはなれてそばにいて』
村上龍／ベストセラーズ
「とおくはなれてそばにいて」こ
の言葉選びが絶妙だと思いました。
タイトル買いでした。遠くにいて
欲しい。でも心は傍にいて欲しい。
とてもわがままな言い分ですが、
心の中にすっと入ってくるくらい
に自然でした。この短編集には
JAZZのタイトルが題名になった作
品もあるのでJAZZ好きの人にもオ
ススメです。

（大阪大学／五嶋雛子）

『恋』
小池真理子／新潮文庫
大久保が雛子の肉体ではなく、精

神を奪ったことにより、信太郎と雛
子の関係にひびが入り、夫婦そのも
のを愛した布美子が狂気の沙汰に陥
る。そんな布美子が犯した犯罪が至
極当然の出来事であったかのように
感じられる。血の繋がっている兄妹、
雛子が他の男と寝るのを嫌がらない
信太郎、そんな片瀬夫婦の非日常的
な生活が、布美子の行動を異常だと
感じさせないでいるのだろうか。

（同志社大学／赤ゴリラ）

『思いわずらうことなく
愉しく生きよ』
江國香織／光文社文庫
「思いわずらうことなく愉しく生
きよ」という家訓のもとで育てられ
た3姉妹と、その周囲の人々を、視
点をどんどん変えながら描いている
お話です。この3姉妹が本当に自由
で、何でか分からないけれど自由と
いうものに憧れる私には少し嫉妬を
してしまう話でした。でも、長女の
DV、次女の失恋、三女の出会いな
ど、すべてに何故か泣けてしまいま
す。特に、失恋後の私と次女の失恋
が重なり、とても切なくなりました。
（お茶の水女子大学／カナコ）

『スイートリトルライズ』
江國香織／幻冬舎文庫
久しぶりに本の中に入り込んで読

んだ。登場人物のだれかに感情移入
をするのではなく、その世界をはた
で眺めているだけなのに、こんなに
感情を揺さぶられる読書の醍醐味を
味わえた。そして読み終わったとき
の脱力感。できることなら小説の中
に入って、皆にいろいろ聞いてみた
いと思った。

（三重大学／もず）


