
2012/6/22 　夜さろん 第３夜　　　　　テーマ：〈いま、旅をする〉　　　　　“Travel broadens mind.”

紹介本 テーマ：〈いま、旅をする〉との関係 気になる〈旅〉

1

『ササフラス・スプリングスの七不思

議』

ベティ・Ｇ・バーニィ／訳 清水奈緒子

（評論社）

2009

他人の芝生が青いうちは「旅」はできない。

「いま」「自分」という起点が確実じゃないと本当の「旅」は始まらな

い。

2

『ハチミツとクローバー』(全10巻)
羽海野チカ

（集英社クイーンズコミックス）

2007

異国にいく、他人にあう、異文化に触れることが結局自分の立ち位置や

考えの確認であると捉えるなら、本作は自分探しの旅をありありとリア

ルに描き切っている。

3

『スギ林はじゃまものか』

山岡寛人

（旬報社）

2007

この本をご紹介することで、私がいかなる旅の出発点にいるのかを、み

なさまにお伝えできればと思います。

4

『荒野へ』

ジョン・クラカワー

（集英社文庫）

2007

かなり極端なタイプの「旅」の記録を通して、自己を見つめるための旅

とは何か、よく生きるとはどういう事なのか…等を考えてみたいと思っ

て選びました。

5

『The Alchemist』
Paulo Coelho
（Harper Collins Publishers）
2002
（※邦訳は角川文庫より）

A shepherd, a hero in this story, had decided to travel to know the world,
experienced a lot of troubles and found something important for his life.

6

『ニルスのふしぎな旅』

ラーゲルレーヴ

（偕成社）

1967

冒険と旅って何が違うんだろう？

この本はそんな冒険と旅が一緒になった物語だと思います。

7

『わたしはわたし。そのままを受け止

めてくれるか、さもなければ放っとい

て。』

アルファポリス編集部（編）

（アルファポリス）

2010

人生を旅と捉えるなら、ガイドとなる一冊。

8

『旅に持っていく本！全263冊。』

BRUTUS 2005/11/1号
（マガジンハウス）

2005

「いっそ読書を目的にした旅行というのはどうだろうな」とふと思いつ

いた。

旅先という非日常の中で、更に本の中の世界という非日常に浸る。

なんだか、ものすごく贅沢な気がするし、特別な読書体験になりそう

だ。

9

『イギリス　新個人旅行』

昭文社（編）

（昭文社）

2007

以前にイギリスに住んでいたので、そのときのことと、今から行くとし

たらどこに行きたいか、というようなお話をさせていただければと思い

ます。

10

『八木重吉詩集』(世界の詩 52)
八木重吉

（彌生書房）

1973

一篇がとても短く、最低限の言葉しかないので、空間がそのまま渡され

る感じ。波長が合えば、薬を手に入れるようなリスクを冒さなくとも

tripが可能。
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お名前 紹介本 テーマ：〈いま、旅をする〉との関係 他にコメントがあればご自由にどうぞ。 イイネ！ ユニーク！

1 YKさん

『ササフラス・スプリングスの七不思
議』
ベティ・Ｇ・バーニィ／訳 清水奈緒子
（評論社）
2009

外の世界に憧れる主人公の少年に対し父親は「目の前にある驚異が見え
ないのに、世界へ<不思議>をさがしに行ってもむだなことだ」と戒め、
自分の住む町の七不思議を探し当てたら、旅券をプレゼントしよう、と
提案するお話。
他人の芝生が青いうちは「旅」はできない。「いま」「自分」という起
点が確実じゃないと本当の「旅」は始まらない。そんな旅の哲学を思い
出させてくれる一冊(児童書)。

【個人的ブックジャーニーの紹介】
「スティルライフ」「花を運ぶ妹」「素晴らしき新世界」
(朝さろん 池澤夏樹)→「未来圏からの風」池澤夏樹 垂水
健吾 ／PARCO出版 1996→「ミナペルホネン？」皆川明
／ビーエヌエヌ新社 2011→「ササフラス・スプリングス
の七不思議」→「センスオブワンダー」レイチェルカーソ
ン／ 新潮社 1996
【当旅のシンクロ キーワード】
「時間」「記憶」「風」「リフレイン」「不思議」「未
来」「ものがたり」

2 KNさん

『ハチミツとクローバー』(全10巻)
羽海野チカ
（集英社クイーンズコミックス）
2007

異国にいく、他人にあう、異文化に触れる。これらのことが結局自分の
立ち位置や考えの確認であると捉えるなら、自分探しの旅をありありと
リアルに描き切った本作は、旅の本質を見事に表現していると言える。
また自分がきちんと旅をすることが他人に及ぼす影響についても表現さ
れている。

著者最新作『3月のライオン』もまた旅、未知への冒険を
描いております。

3 SYさん

『スギ林はじゃまものか』
山岡寛人
（旬報社）
2007

この本に書かれていることを、私は2010年の夏に、実際に体験しまし
た。
紆余曲折がありましたが、このときに得た知見をもとに、旅の道筋をい
ま見出し踏み出そうとしている気がします。
この本をご紹介することで、私がいかなる旅の出発点にいるのかを、み
なさまにお伝えできればと思います。

4 YTさん

『荒野へ』
ジョン・クラカワー
（集英社文庫）
2007

あまり楽しい本ではありません。主人公も、（イイ奴なんだろうけど）
青くさ過ぎて好きになりづらいかも。ノンフィクション作品です。
頭は良いけれどやたらと頑固で、自己陶酔的な理想主義者の青年が、自
由と生の実感を求めて、大学卒業後にほとんど無一文で旅に出ます。
２年間の放浪の後、彼は、より「文明に毒されていない」土地で、自然
と直に向き合う孤独なくらしをする為にアラスカの荒野に入って行きま
した。狩猟と採集、読書と冒険の日々を送りましたが、４カ月後、餓
死。
かなり極端なタイプの「旅」の記録を通して、自己を見つめるための旅
とは何か、よく生きるとはどういう事なのか…等を考えてみたいと思っ
て選びました。

＜いま、旅をする＞というテーマにも関らず、自分では絶
対にできないし、しないであろう旅の話を選んでみまし
た。
この話は、原題「Into the wild」で映画化されました。映
画の方が美しく描かれていて、主人公の事も好きになれそ
うです。

5 HMさん

『The Alchemist』
Paulo Coelho
（Harper Collins Publishers）
2002
（※邦訳は角川文庫より）

A shepherd, a hero in this story, had decided to travel to know the world,
experienced a lot of troubles and found something important for his life.

This story makes us think of what our destiny is and how to
live with it in mind.

6 FCさん

『ニルスのふしぎな旅』
ラーゲルレーヴ
（偕成社）
1967

本棚を見渡してみて、案外旅をする本がない事に気づきました。
冒険する本はたくさんあるのに。
でも冒険と旅って何が違うんだろう？
この本はそんな冒険と旅が一緒になった物語だと思います。

7 ARさん

『わたしはわたし。そのままを受け止
めてくれるか、さもなければ放っとい
て。』
アルファポリス編集部（編）
（アルファポリス）
2010

人生を旅と捉えるなら、ガイドとなる一冊。

8 UAさん

『旅に持っていく本！全263冊。』
BRUTUS 2005/11/1号
（マガジンハウス）
2005

ＧＷ前に、連休中何をするか考えていて、ふと、「旅行に行く時には必
ず数冊の本を持っていくのだから、いっそ読書を目的にした旅行という
のはどうだろうな」と思いついた。旅先という非日常の中で、更に本の
中の世界という非日常に浸る。
なんだか、ものすごく贅沢な気がするし、特別な読書体験になりそう
だ。
それで、この雑誌を引っ張り出して眺めていたのだけれど、どこそこで
読むならこの本だなとか、新幹線で読むならコレだわとか、旅行先の図
書館って建物込みで面白いよなあとか色々考えてたら、それだけで充分
旅をした気分になってしまった。

ちなみに旅行が苦手で、自宅が大好きな自分にとって、休
暇中の旅先は空想の世界が主だ。というか、空想の世界な
ら、休暇も仕事も関係なく、旅行し放題である。そんなわ
けで、読書旅行が実行されることはないだろう。

9 NHさん

『イギリス　新個人旅行』
昭文社（編）
（昭文社）
2007

選んだ本は、普通のイギリスのガイドブックです。以前にイギリスに住
んでいたので、そのときのことと、今から行くとしたらどこに行きたい
か、というようなお話をさせていただければと思います。

10 KHさん

『八木重吉詩集』(世界の詩 52)
八木重吉
（彌生書房）
1973

八木重吉の詩は、いつでもどこでも、読み手を静謐で美しい情景へとい
ざなってくれる。一篇がとても短く、最低限の言葉しかないので、空間
がそのまま渡される感じ。波長が合えば、薬を手に入れるようなリスク
を冒さなくともtripが可能。

信州松本の古本屋で手に入れてから、ひっそりと大切にし
てきた本です。

11 MTさん （オブザーバー）

memo



朝さろん2012　下半期

“Travel broadens mind.”.

担当 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

19日 9日
(朝)8日

（夜）16日 12日 10日
(朝)14日
（夜）22日 12日 9日

(朝)13日
（夜）21日 11日 8日

(朝)13日
（夜）14日

項目

開催日

芹
澤朝さろん

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈現代世界の旅地図〉 テーマ：〈本棚拝見 (リクエスト特集)〉 テーマ：〈生と死を見つめて〉（仮）

夜さろん 夜さろん 夜さろん

【開催概要】〈朝さろん〉 原則、開催月の第2木曜日（但し1月は第3木曜日）

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈現代世界の旅地図〉 テーマ：〈本棚拝見 (リクエスト特集)〉 テーマ：〈生と死を見つめて〉（仮）

夜さろん 夜さろん 夜さろん

【朝さろんについて】　（こんなことを考えてます）

【開催概要】〈朝さろん〉　原則、開催月の第2木曜日（但し1月は第3木曜日）
　　　　　　　 〈夜さろん〉　原則、開催月の第3金曜日（但し12月は第2金曜日）

　これから取り上げるテーマ（予定）：
《労働と無職の眺め》 《多様なる性》 《コミュニティの現在》 《怪異と狂気》 《続・恋愛模様の変遷を考える》 《同時多発性の文学》 《日本語の可能性を探る》　　《労働と無職の眺め》、《多様なる性》、《コミュニティの現在》、《怪異と狂気》、《続・恋愛模様の変遷を考える》、《同時多発性の文学》、《日本語の可能性を探る》

　キーワード：
　　〈比較できないものの比較〉, 〈transversal/transpositional〉, 〈社交の複数性〉, 〈「多様なるもの」を旅する〉, 〈“クリティカル・フレンド（批評する友人）”の存在〉

　アプローチ：
　　■ほんとうに想像力を使うことが必要なのは、「共感できるモノ（ヒト）」についてではなく、「共感できない（ヒト）」についてではないか。
　　■「他者の生の具体的な細部との想像上の同一化によってその感覚を得る」ための場として文学と、
　　　 「みんなで読み・考え・対話する、学びの場」としての朝さろんの、開かれたサードプレイスとしての関係性を掘り下げる。
  　■哲学カフェという活動自体もひとつの「サークル」だと仮定するならば、「サークルと学び」「なぜサークルを対象とするか」という問題系についても視野を広げる。
　　　　　　　＊

■“スナック夜さろん”みたいな ただただ集まってお茶をのんでダベる企画も機会があったら不定期にやってみたい気がする（なんじゃそりゃ）　　■ スナック夜さろん みたいな、ただただ集まってお茶をのんでダベる企画も機会があったら不定期にやってみたい気がする（なんじゃそりゃ）。
　　　 参加者が１人でリラックスした時間を過ごせる時間や場所の在り方なんかについても話すような。
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