
はじ め に0 20 2 0 3

本書は、将来を見通すことの困難な現代に生きる若者への強く熱いメッ

セージである。青春時代はそれでなくとも不透明で曖昧だ。場合によって

は、もがき苦しむことも覚悟しなくてはならない。

良い読書は人生の障壁を破ることがあると、賢人たちは指摘している。人生

の指針となるような本に出会える確率は、圧倒的に若者の方が高いだろ

う。「書物は青春時代における道案内」、アメリカの哲学者ロバート・コリ

アーが残した言葉である。

本書は多くの方々からの寄稿で成り立っている。社会の第一線で活躍され

ている方々が、本書の趣旨に賛同し、ボランティアで原稿を寄せられたので

ある。次の時代を担う若者に、自らの経験を踏まえて、今読んでおくことが

将来にわたって有益だと思える本を選び、メッセージを添えていただいた。

はじめに

選ばれた本は多様であった。やはりと思われる本もあったが、この方がこの

本を選んだのかと驚くものも少なくなかった。

私事を少しだけ記すと、私が高校・大学時代に読んだメルロ＝ポンティ『知

覚の現象学』、孔子『論語』、『ブッダのことば̶スッタニパータ』の三冊はそ

の後の人生観の底流になったように思う。小説では、ドストエフスキー『カ

ラマーゾフの兄弟』、プルースト『失われた時を求めて』、ゴールディング『蝿

の王』が鮮烈だった。面白かった本は挙げればきりがない。

本を読んでほしい。読書離れがいわれて久しいが、読書が人生を豊かにする

ことはまちがいない。本を読んで成熟した大人になり、社会に貢献すること

を、心から願っている。そうすれば、刊行に尽力をいただいた多くの方々の

労苦は報われたことになる。
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本書のタイトルでもある「みちのきち」。初めて目にする方は何を想像された

でしょうか。どのように発音されたでしょうか。道、未知、路、軌、途……。

「みち」と読む漢字は実にたくさんあります。みなさんの想像した漢字、イ

メージをお聞きしてみたいところですが、私たちは「みちのきち」この５文字

のひらがなに、学生をはじめ次世代を担う方々に、読書をとおして「未知」を

「既知」に変えてほしい、「道（人生）」の迷いに向き合う「基地」を見つけて

ほしい、いつまでも好奇心を持ち続け、幅広い知識と経験を糧に「機知」に

富んだ会話のできる大人になってほしい、そのような想いを込めました。

大人になること、これも私たちが大切に考えているテーマです。

大人とは一体なんでしょう。どのような人を大人と呼ぶのでしょう。法律で

定められた年齢？ 社会人になったら？ 一人暮らしができたら？ お酒がお

いしいと思えるようになったら？ 答えは、きっと人それぞれなのではないか

と思います。

この『みちのきち　私の一冊』では、若い方たちが人生の道標となるような

本と出会い、理想とする大人の姿を見つけることを願い、多種多様な分野の

おわりに

第一線で活躍されている「大人」の方々に、ご自身の座右の書ともいうべき

一冊を紹介していただきました。

本を読まなくても大人にはなれるかもしれません。ですが、こうして寄稿して

いただいてみて、やはり「素敵な大人」になるには読書が重要な役割を果た

しているのだと、改めて感じるのです。

スマホひとつで世界中の情報が一瞬にして手に入り、小学生がタブレット

端末で学習するこの時代ですが、私たちは「本の力」を信じています。

本を手に取り、頁をめくり、栞を挟んで一休みしつつ、他の本にも手を伸ば

す。本を読んでいるときの紙の手触り、匂いや音、感じるものすべてがその

本の一部となり、記憶に刻まれていく。この積み重ねが、想像力や感性に磨

きをかけ、素敵な大人へと導いてくれるのだと、109人の方 と々読書との関わ

りかたを知るほど、そう思い至りました。

皆様の文章からは、自分で考え行動すること、これも本を読むことと同様に

大切なことだと気づかされます。読書はいわば栄養であり、よりよく生きてい

くには、蓄えた栄養をどう活用するかが問われます。寄稿してくださったの
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は、自ら人生を切り拓いてきた方ばかりです。その皆様がどのように本を読

み、どのようにそれを活かしてきたのか。なかには同じ本を推薦してくださっ

た方々もいらっしゃいましたが、捉え方や活かし方はそれぞれ異なっていま

した。それは恐らく、本を「読む」だけでなく、自身の経験に基づいた解釈を

しているからだろうと思います。行き詰まったときや、迷いが生じたとき、偶

然手に取った本にヒントを得て、今でも折に触れてその本を読む、何度も読

んでいるのに読むたびに新鮮な気持ちになる、そう仰る方も一人ではありま

せんでした。

それこそが「本の力」であると思うのです。文と文、言葉と言葉の間、文字に

は表れていない行間に、書き手の思いが込められており、読み手の経験が

反映されます。生まれ育った環境、生きてきた時間の長さ、経験してきたこと

などによって変化していく想像力や発想力が、行間の読み方も変えていくの

です。

良い本を手にしたときのことを、「出会う」と表現する方も多いのではないか

と思います。それは、本が単なる「モノ」ではなく、国、時代、年齢、あらゆる

枠を超え、時には友となり、あるいは師となり自身を支えてくれる存在だから

であり、意図せず手に取った一冊が人生の転機ともなるような助言を与えて

くれることがあるからではないでしょうか。

大学生をはじめとする若い世代の方に、読書の面白さを再発見してほしい

との思いから始まったこの企画ですが、結果として年代を問わず、幅広い

方々にお届けしたい一冊になりました。未知を既知に変える喜びも、人生の

迷いも、若者だけのものではありません。むしろ、社会経験を積むほど重要

な判断を迫られ、拠り所が必要となる機会が増えます。100人を超える方々

からの文章は、その方と本との出会いを知ることができるとともに、私たち

に出会いのきっかけを作ってくださいました。皆様からの言葉には、力強さ

や厳しさ、さりげない優しさがあり、生きることの楽しさ、真摯であること、

挑み続けることを思い出させてくれます。

日々世界はめまぐるしく変化し価値観はますます多様化していますが、これ

から大人になる方も、すでに大人になった方も、一人でも多くの方が本書と

の出会いを契機として自分だけの「みちのきち」を発見され、豊かで実りあ

る人生を歩まれることが私たちの願いです。
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お気づきでしょうか。本書は頁が進むにつれ文字数が増え、それに伴い字

が小さくなっています。寄稿をお願いするにあたり、読書への思いや伝えた

いことを自由に表現していただきたいと思い、字数の下限は設けませんでし

た。文字を読むことが得意ではなくても、最初から読んでいたら気が付かな

いうちに文字の小さな頁まで進んでいた、となることを期待し、構成しまし

た。これを機に文章を読むことが少しでも楽しいものになったら、とてもうれ

しく思います。

もちろん、目次や索引から読みたい頁を見つけ、途中から読んでも構いません。

また、本書を通して気になった本や人物に出会うことができたら、その本を

読んでみる。紹介している方について調べてみる。さらに、紹介されている

本の著者の他の作品も読んでみる。など、本書から次々と新しい「出会い」

が生まれることを願っています。

ちなみに、一般的に読むことが難しいと思われる漢字にも敢えてルビは付し

ませんでした。分からない漢字や言葉は、ぜひ調べてみてください。これも

「みちのきち」です。

そして、もう一度表紙をご覧ください。中央に配した四角いくぼみ。「大人」

の方は馴染みのある大きさかもしれません。これは、名刺をイメージしまし

た。「大人」になると「私はこういうものです」と名刺を差し出す機会が増え

ます。名刺は「大人」への入り口のようにも思えます。また、本書はたくさん

の方にご自身にとって大切な本を「これが私の一冊です」と紹介していただ

いたことからもこのようなデザインにしました。

本書に込めた想い

ほかにも、本書には作成した人たちの想いが随所に込められています。私た

ちからの「贈り物」として受け取っていただきたいと考えながら作りました。

作成した私たちも、普段何気なく手に取っている本には、実にたくさんの想

いが込められているのだということに気づかされ、もっと本が好きになりまし

た。本書を手に取った皆様も同じように思っていただけたら、これに勝るよ

ろこびはありません。

「みちのきち」について

本書のなかに「國學院」という単語が何度か出てきました。「みちのきち」は

平成29年４月に東京都渋谷区にある國學院大學につくった大きな本棚で

す。「みちのきち」に込めた思いは「おわりに」でふれたとおりです。近くにお

越しになることがありましたら、どうぞお立ち寄りください。



243

本 書 の 読 み方0 2 0 3

お気づきでしょうか。本書は頁が進むにつれ文字数が増え、それに伴い字

が小さくなっています。寄稿をお願いするにあたり、読書への思いや伝えた

いことを自由に表現していただきたいと思い、字数の下限は設けませんでし

た。文字を読むことが得意ではなくても、最初から読んでいたら気が付かな

いうちに文字の小さな頁まで進んでいた、となることを期待し、構成しまし

た。これを機に文章を読むことが少しでも楽しいものになったら、とてもうれ

しく思います。

もちろん、目次や索引から読みたい頁を見つけ、途中から読んでも構いません。

また、本書を通して気になった本や人物に出会うことができたら、その本を

読んでみる。紹介している方について調べてみる。さらに、紹介されている

本の著者の他の作品も読んでみる。など、本書から次々と新しい「出会い」

が生まれることを願っています。

ちなみに、一般的に読むことが難しいと思われる漢字にも敢えてルビは付し

ませんでした。分からない漢字や言葉は、ぜひ調べてみてください。これも

「みちのきち」です。

そして、もう一度表紙をご覧ください。中央に配した四角いくぼみ。「大人」

の方は馴染みのある大きさかもしれません。これは、名刺をイメージしまし

た。「大人」になると「私はこういうものです」と名刺を差し出す機会が増え

ます。名刺は「大人」への入り口のようにも思えます。また、本書はたくさん

の方にご自身にとって大切な本を「これが私の一冊です」と紹介していただ

いたことからもこのようなデザインにしました。

本書に込めた想い

ほかにも、本書には作成した人たちの想いが随所に込められています。私た

ちからの「贈り物」として受け取っていただきたいと考えながら作りました。

作成した私たちも、普段何気なく手に取っている本には、実にたくさんの想

いが込められているのだということに気づかされ、もっと本が好きになりまし

た。本書を手に取った皆様も同じように思っていただけたら、これに勝るよ

ろこびはありません。

「みちのきち」について

本書のなかに「國學院」という単語が何度か出てきました。「みちのきち」は

平成29年４月に東京都渋谷区にある國學院大學につくった大きな本棚で

す。「みちのきち」に込めた思いは「おわりに」でふれたとおりです。近くにお

越しになることがありましたら、どうぞお立ち寄りください。


	みちのきち_本文-002
	みちのきち_本文-003
	みちのきち_本文-238
	みちのきち_本文-239
	みちのきち_本文-240
	みちのきち_本文-241
	みちのきち_本文-242
	みちのきち_本文-243

