
さらり☆コメント大賞 

読書して心に浮かんだ感想を、思うがままに書いてコンテストに参加しませんか？？ 

 

図書館や本屋さんで自由に本を選び、本を読んでのコメントを応募してもらいます。 

そして、寄せられたコメントの中から素晴らしいコメントを表彰する、 

それが「さらり☆コメント大賞」です。 

この賞は山口大学のオリジナルの賞です。 

 

応募方法はカンタン！！ 

メール(パソコン or 携帯)で送るだけ。 宛先→yondemiya@yahoo.co.jp 

 

募集期間中に提出された読書マラソンの POP カードも応募対象になります！！ 

 

2008 年度、第 2 回さらり☆コメント大賞の募集期間は、 

６月中旬～９月末日 (予定) 

 
※詳しい募集要項は、また後日掲載します。 

 

 

 

続きを読む “2007 年度第一回さらり☆コメント大賞について” 

 

2007 年度のコンテストでは図書館長の福政先生はじめ、 

多くの先生方に選考に加わっていただきました。 

そして、見事 26 名が入賞されました!! 

それぞれの賞と賞品は以下のとおりです。 

 

 
さらり☆コメント大賞（1 名）…10,000 円分図書カード 

 よんでみーや♪賞（1 名）…  5,000 円分図書カード 

 本の虫賞（1 名）…      5,000 円分図書カード 

 みずほん賞（5 名）…     1,000 円分図書カード 

 よんでみたい賞（18 名）…   500 円分図書カード 



１１月に表彰式を、ボーノにて行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑図書館長が賞状を授与してくださいました。 ↑懇親会も盛り上がりました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞者の多くに参加していただき、楽しい表彰式になりました☆ 

 

≪受賞作品紹介≫ 

 

さらり☆コメント大賞  人文学部 1 年 Yuki さん 

 

『ナラタージュ』 （島本理生／角川書店） 
形としては決して結ばれない。けれど、理屈ではないのだと思った。 
人を愛するということは、その人の何がいいとかどこが好きだとか、 
そういう言葉にできるものとは全く違うことだと感じた。 
心がその人を求めてやまない・・・そんな想いがあるのだと、確かに 
思わせてくれた。 

 



 
 
よんでみーや♪賞 人文学部 3 年 ナツメさん 

『プラチナ・ビーズ』（五條瑛／集英社） 

祖国とは何だろう。 

日本に生まれ、日本に育ち、日本国籍を持つ私。でも日本を祖国だ、と

思ったこと考えたことがあるだろうか。そこまで深くこの国に想いを馳せ

たことがあっただろうか。答えは否だ。 

日本に生きることも、その恩恵を受けることも私にとっては至極当たり前

だった。この本に出会う前までは。 

この小説は常に私に考えることを求めている。 

             祖国について、自分について、他国について、他者について。 

 

 

本の虫賞 人文学部 3 年 ぼくざんさん 

この賞は応募数が一番多かった人に送られる賞です。54 作品のうちの 2 作品を紹介します。 

 

『チョコレートコスモス』（恩田陸／毎日新聞社） 

まさに演劇ロマン。演劇は観てる側にとって未知の世界だけど、演じてい

る側にとっても未知数なんだろうなとこれを読んで思いました。恩田版『ガ

ラスの仮面』という感じです。 

若手実力派女優と演劇をはじめて間もない大学生。この二人の演技は鳥

肌ものなんだろうと強く感じました。 

 

 

『まほろ駅前多田便利軒』（三浦しをん／文芸春秋） 

直木賞受賞作。まほろ駅前で便利屋を営む多田とそこに転がりこんでき

た高校時代の同級生、行天。二人を中心とした連作中級編集です。それ

ぞれが何か暗い過去でも持っているのかなと思ったら…でした。読後感

はさわやか！二人のやりとりが漫才のようで面白かったです。 

 

 

 

 

 

 



みずほん賞 （５名） 

農学部 2 年 襟さん 

『きつねのはなし』（森尾登美彦／新潮社） 

初めて会う人と、まず自己紹介をするのはその人のことを知ろうとするか

らだ。ではなぜ知ろうとするのか。それは、人は「わからないこと」が怖い

からだ。では、その「わからないこと」が「恐さ」だったら…？ 

そんな得体の知れない恐さが読んでいる背後からひたひたと近づいてく

る。まとわりついてくる恐さはページをめくる手を止めさせてはくれない。 

読んだ後も居心地の悪さと薄気味悪さがつきまとう、この季節にイチオシ 

        の本です。 

 

理学部 3 年 ほとどぎすさん 

『きっと君は泣く』（山本文緒／角川書店） 

美人は得だなぁ、と多くの人は思います。美人に生まれたというだけで、自

分の努力とは無関係に、恵まれた人生を送ることができるのだから。しかし、

自分が美人であることを自負し、世の中すべてをばかにしたような態度だと、

絶対にあとで痛い目を見るのです。ある意味、もしかして世の中って公平に

できてるのかな？と思わせられてしまう物語でした。 

 

医学系研究科 M２年 Flying Egg さん 

『大河の一滴』 （五木寛之／幻冬社） 

人生には様々な出来事がある。良いことも悪いことも。そんな世の中をどう

生きていけばいいのか分からなかった。プラス思考が素晴しいという本は

何度も読んできた。しかし、人はいつでもプラス思考になれるわけではない

と思う。この本は逆にマイナス思考にスポットを当て、そんな矛盾に回答を

与えてくれる一冊だった。 

時には、悲しみや苦しみが人を成長させると思う。苦しみや悲しみの中にあ 

るとき、この本は希望の光となると思う。 

 

教育学部 1 年瑞稀さん 

 
『世界中が雨だったら』 （市川拓司／新潮社） 
ともだちはいない。親も彼の味方ではない。姉だけが、彼の味方。だから彼

は、「愛してる」。誰かに自分の存在を許容されたい。それは誰しもが願うこ

とで、許容を他人に問うのは、とても勇気の要ることだ。誰にとっても、それ

は同じだ。だから、「彼」は、いつでも私達の隣にいる・・・。 



 

人文学部 3 年 うみさん 

『おでこちゃん』（銀色夏生／角川書店） 

楽しいことが大好きなおでこちゃんは、好きなおさるの絵本を読み、お散歩

し、お友達のきまちゃんやみちるくんと遊ぶ。おでこが立派なおでこちゃん

はかつて私の中に濃くあって、今は薄れてしまっていた。自分の中のきらき

らした気持ちが溢れてきます。 

 

 

 

読んでみたい賞（１８名） 

理学部 1 年 だってちょまんさん 

『サマー・バレンタイン』（唯川恵／幻冬社） 

タイトルだけ見るとかっこいいけど、主人公たちがさまざまな出会いと別れ

をくりかえし、女の子があのとき渡せなかったチョコレートを七夕の日に星

空の下でプレゼントするという甘い青春恋愛小説です。主人公の名前が夏

彦と志織、二人が高校生の時に星を見に行き、夏彦に会うために志織が

再び訪れるのは美星町。べたな設定だなあと思うけど、美星町は私が生

まれた町なので、とりあえず読んでおかなければならない本でした。 

 

人文学部 1年 そば粉さん 

『落下する夕方』 （江國香織／角川文庫） 

主人公の恋敵であるはずなのに、その主人公の元に転がり込み、二人

暮らしを始める華子。華子は、自分に関わる男性すべてを魅了し、主

人公までも次第に彼女に魅力にとりつかれていく。普通なら読者に嫌

われるであろう役柄でありながら、不思議とかえって好感を抱いてし

まう華子にご注目を！ 

 

人文学部 3 年 夜鳥さん 

 



『スロウハイツの神様』（辻村深月／講談社ノベルス） 

『スロウハイツ』には 7人のクリエイターが住んでいる。新進気鋭の脚本家、天才ライ

トノベル作家、売れない漫画家、なかなか芽が出ない映画監督、営業活動に積極的にな

れない画家…。恋人だったり友人だったりライバルだったりする彼らの関係は、衝突し

破綻しては、修復を繰り返します。夢を叶えた者、夢を追い続ける者。それぞれの立場

が変わり、関係が変化しても、変わらないものがある。そんな「変わり行く変わらない

もの」のお話です。結局彼らの共同生活は終わりを告げるのですが、『スロウハイツ』

はいつまでもずっと「みんなの家」。それがあるから、彼らはそれぞれの場所で頑張れ

るのでしょう。 

 

経済学部 2 年 太公望さん 

   

『太公望 上下巻』（宮城谷昌光／文芸春秋） 

太公望と聞けば、故事で、残っているぐらい有名な人で、おじいさんのイメージがありました。

しかし、本書では、若い太公望が、人間味あふれ、世俗に苦悩する人として、描かれています。

とても読みやいく、ほかにも、宮城谷昌光先生の趣向を凝らした文章は、とても自分のために

なる言葉が多く。私は、本書を読んで色々学びました。そして、もっとも心に残っている言葉は、

「人間の一生とは、辛い事が大半である反面うれしいこともある」ということであります。 

 

経済学部 1 年 アキヲさん 

『クチュクチュバーン』（吉村萬壱／文芸春秋） 

意味不明・理解不能状況において、人間は人間でいられるのか――― 

「クチュクチュバーン」は芥川賞受賞作家、吉村萬壱氏の短編集。表題作

の「クチュクチュバーン」「国営大浴場の午後」「人間離れ」の計三作品が

収録されている。この短編集のテーマは、「人間とはなにか」である。「クチ

ュクチュバーン」は、ある日から突然地球が狂いだし、人間はいきなり突然

変異を繰り返していくという物語である。その他の話も、他の生物、未知な     

る力に支配された人間世界においての「人間」とは何なのかをグロテスク

に、鮮やかに描きだす話になっている圧倒的に現実離れした常識・理性・

倫理 そして野生までもの崩壊――それは痛烈な現代社会への皮肉でさ



えある。とにかく衝撃的で、忘れることができないような内容。覚悟を持っ

て、読んで欲しいです。 

 

教育学部 3 年 尾根三朗さん 

 

『ブランコのむこうで』（星新一／新潮文庫） 

私は『ブランコのむこうで』という星新一さんの本を紹介します。これは子

供向けの長編ファンタジーですが、大学生の私でも楽しむことができま

す。おそらくそれは幼い頃の冒険心を思い起こさせてくれるからだと思い

ます。みなさんも主人公の少年になりきって不思議な世界に迷い込んで

みませんか？ 

 

農学部 1 年 ジンさん 

 

『［増補］競馬学への招待』（山本一生／平凡社ライブラリー） 

「競馬学」と聞いてあなたはどんな学問だと想像するでしょうか。 

ただの馬券が当たりやすくなる学問だって？ 

いえいえ、もちろん違います。 

「競馬学」。それは、人と馬とが織り成す魅力的なミステリーです。 

 

 

理学部 3 年 イヒッ！さん 

『ドナウよ、静かに流れよ』（大崎善生／文春文庫） 

私の想像していたカミィと本当のカミィはそっくりだった。見たことのないカ

ミィだけど本当に真っすぐ生きている女性だと思った。千葉と出会ってた

った半年で 19才のカミィはすごく大人になっていった。私よりも幼かったカ

ミィが、私よりも大人になって、19 才で亡くなった。カミィはとてもステキだ

と思った。 

 

理学部 M１年 クロさん 

『アフターダーク』（村上春樹／講談社文庫） 

真夜中から空が白むまでのあいだ。眠らない街、うごめく影、ひとりの少

女、トロンボーン、眠りつづける女、暴力、血、そして深淵。様々なコトが

かき混ぜられる、ある夜の物語。この先にまつのは闇か救済か。私たち

はそれを探す。大丈夫、きっと見つかる。次の闇が訪れるまで、まだ時間

はある。 



人文学部 3 年 迷羊さん 

 

『吉野弘詩集 現代詩集文庫 12』（思潮社／吉野弘） 

吉野弘の詩をよんでいると、人間に対する限りない愛情と理解が感

じられ、とても癒される。社会の現実と矛盾の中で索漠とした気持

ちになりがちな現代人の心に潤いを与えてくれる素晴らしい詩集で

す。日頃の疲れや閉塞感からなかなか抜け出せない人に是非読んで

もらいたい。 

 

 

人文学部 1 年 准さん 

  

『黒竜の柩（上・下）』（北方謙三／毎日新聞社） 

京の新鮮組のまま雄々しく散ろうとする近藤と、蝦夷地に新国家建設の夢をもつ土方の決別

はとても哀しかった。五稜郭で戦死したと言われている土方の最期はどうなるのか楽しみにし

ていたが、読んでみて驚いた。時代に翻弄された男たちがよく書かれていると思う。 

 

工学部 1 年 みささん 

『三毛猫ホームズの暗黒迷路』（赤川次郎／光文社） 

ある刑事の１つの嘘が呼んだ悲劇。まるで迷路のように入り組んでいきま

す。殺人事件は犯人だけでなく、その周りにいる人達までも、つらい思いを

するものなのだと改めて気づかされました。読みやすいので、本が苦手な

方もぜひ読んでみてください！ 

違う意味で嘘の恐ろしさを思い知ります。 

 

 

 

 

 

 



理学部 1 年 murakami さん 

『片想い』（東野圭吾／文藝春秋） 

私が読んだのは、東野圭吾さんの「片想い」というミステリー作品です。こ

れは性同一性障害の問題を扱っています。主人公は大学時代の部活仲

間の女性から、殺人を犯したときき、さらにその女性が性同一性障害であ

るということもその時知らされます。主人公は何とかかくまおうとするのです

が、ちょっとした事から、彼女がいなくなってしまいます。そして、主人公が

行方を探していくといろいろな事実がわかっていく、という話です。夜読むと        

ちょっと怖いかも・・。 

 

人文学部 2 年 あおさん 

『強運の持ち主』（妹尾まいこ／文藝春秋） 

はらはらドキドキしたり、号泣する場面はないものの、作中全体にほのぼ

のとした雰囲気が流れていて読んでいてふんわりと暖かい気分になります。

占い師の話ですが、占いって結局は何かのきっかけをつくるものだったり、

少し肩を押してくれるものに過ぎないな、とこの本を読んで感じました。だか

らこそ占いを求める人も多くいるのでしょう。 

気軽に読めて、気付けばなんとなく元気が出てくる本。 

 

教育学部 1 年 福田さん 

『DIVE！！上』（森絵都／角川文庫） 

3 人の中学生と 2人の高校生が、飛び込みでオリンピックを目指すと

いうスケールの大きな話。飛び込みはテレビで一度も観たこと無いけ

ど、5人＋コーチのやり取りがメンで話が進むので知識ゼロでも楽し

く読めた。一部では和季の成長、二部では飛沫の葛藤が描かれている。

和季の成長に置いていかれるレイジと自分の立場が似ていたので、レ

イジの気持ちがとてもよく分かったし、とても悲しくなった。 

 

経済学部 2 年 クロスボーン改改さん 

『伝える力』（池上彰／PHP ビジネス新書） 

あなたは、「日銀」とは何かを説明できますか？では、今あなたの頭に浮

かんできた内容を子どもにもわかるように説明してみてください。どうでし

たか？これをやってみて、「あれ、意外とできないもんだな」と思った方は

ぜひ読んでみてください。何を意識して話せばいいかなどの参考にもなる

と思います。一つ例を出すと、「いずれにしても」は使ってはいけません。

なぜ使ってはいけないのか…それはやはり読んでみてください。 



 

農学部 3 年 ANDY さん 

『ホンモノの文章力』（樋口裕一／集英社新書） 

私はこれまで自分の好きな型で文章を書いてきた。しかし、これから社会

人になると人に伝えられる文章を書かなくてはならない。そこで、このタイ

トルに引きつけられた。この本には文章の基本型という基礎的な内容から

解説されている。さらに例文や練習問題まで含まれていて、ただ読むので

はなく、実践を伴う。そうすることでいっそう理解できる。この本を読んだか

らといってすぐに文章力がつく訳ではないが、これから相手に分かりやす

い文章を書く際には大きな味方となってくれるのは確かである。私自身も

これからお世話になるだろう。 

 

人文科学研究科 1 年 A Truth Seeker さん 

『アメリカニズム-「普遍国家」のナショナリズム』（古矢旬/東京大学出版会） 

アメリカはこういう国だったのかと思う本だった。対外的に、「自由・平等」を

謳う理想国家アメリカの政治の動向と変遷が、詳細に書かれている。これ

を読んで、アメリカの抱える矛盾や多重性が見えてきた。建国以来、ある種

の「理想」を掲げ、そこに向くかってまい進してきたアメリカだが、実際には

その「理想」がぼやけていて、結局どこへ向かっているかわからなくなって

いるのではないか。このアメリカに、日本はついていっていいものかと疑問 

      に思う。 


