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ギョロ目の上司はかく語りき
10個の大事なもの
MOVE[múːv]
大切にしていること
連載この人に会いたい第二回
「ニワンゴ代表取締役 杉本誠司」

連載京都綺譚第十二回
「烏丸通界隈」

“仕事に行こう”

HABON PAPER
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Habon な人々のモノコトの視点をシェアするキュレーションペーパー

photo by Maco Aikawa

2012.11
issue  12



Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”

2 / 8

転 機「ギョロ目の上司はかく語りき」
　私の社会人生活１年目の時、職場
に超個性的な上司がいた。その上司
は目がパグのように出ていたので、
「ギョロ目のおじさん」と私は隠れて
呼んでいたが、そう思っているのは
私だけではないようで、他の人にも
大抵その呼び名で通じた。
　その上司は仕事でも個性的だっ
た。一切の妥協を許さず、どんどん物
事を進めていく。誰が敵にまわって
も別に意に介さない。また、そういう
タイプの人の常として、時々、部下に
きついことを言ったりする。直属の
部下になったら大変そう…と思うけ
れど、その上司は有事の時ほど頼も
しいし、人一倍勉強家だ。そして飲み
の席では単なるかわいらしいオッ
チャンになる。世の中には腰抜け上
司が意外に多く存在することを社会
人１年目の時にはもう多少は理解し
ていたので、私はその上司のことを
割と好きだった。
　霞が関と横浜における根無し草の
ような慌ただしい社会人生活１年目
をどたばたで何とかやり過ごし、次
年度から私は独り立ちした獣医師と
して北九州で勤務することになっ
た。転勤前にはお世話になった上司
たちを回って、挨拶をするのが通例
なので、その上司のところにももち
ろん行って異動の挨拶をした。型通

りのやり取りの後で、その上司は私
にこう言った。
「いいか、組織の歯車にはなるなよ、
歯車を動かす原動力になれ。」

　２４歳から働き出して５年目、何
故に自分がこの仕事を選んだのかわ
からなくなることがある。時に呆然
と首をかしげ、この仕事をこの
フィールドで一生続けていく覚悟が
自分にあるか迷い、いっそ現在地に
立ち止まりたくなる時が多々ある。
そんな時は、昔々に聞いた上司から
のあの言葉を思い出す。今のところ
はどんなに疲れていても、「自分は歯
車でいい」とは思わない。どうにかし
て「原動力になりたい」と、そう思っ
ている。

動物検疫業務に携わって５年目の獣医師で
す。世間における我が職場（動物検疫所）の知
名度の低さには驚かされますが、私も就職す
るまでよく知りませんでした、笑。今後は（意
外に）面白い我が職場の存在意義を、世間様
によりアピールしていきたいです。

坂本 有希

決 心「10個の大事なもの」
　仕事をする日には、毎朝かならず
眺めるものがあります。それは、ラミ
ネート加工をして作った手作り感あ
ふれる、手のひらにすっぽり収まる
くらいの小さなカードです。
　私は昨年、勤めていた会社を辞め、
友人と2人で事業を興しました。まさ
に創業初日、どんな事業をやるか、よ
りも先に、どんなことを大事にしな
がら仕事をしたいかということを、
10個、書き留めることを1番最初にし
ました。といっても、当時流行ってい
た”電通鬼十訓”とか”リッツカールト
ンのクレド”とか、そんなようなもの
に憧れてミーハーな気持ちで書こう
としたのがきっかけでしたが、真っ
白い紙を、仕事をするうえで大事に
したい価値観を表した言葉で、順番
に1つずつ埋めていくことに、とても
わくわくしたのを今でも覚えていま
す。書いた内容は、「感謝を相手に伝
えること」「信頼をつみかさねるこ
と」「挑戦し続けること」といった、そ
れはもう恥ずかしいもので、書いた
当初は恥ずかしすぎて、お蔵入りに
なっていました。ですが、1年半経っ
た今、事業が生まれそして変化して
いく一方、そのときの大事にしたい
10個の価値観は変わらずにあり続け
たので、それはカードに記されて復
活し、今では毎朝かかさず見るもの

になりました。創業当時、何をするか
も決まっていない、真っ白な気持ち
のときに書いたものなので、今見て
も初心に戻れるような、そんな基礎
のようなものになったのかもしれま
せん。
　そしてそれらの価値観は、別に仕
事の中でなくても、例えば普通の、家
族や友達といった、人との付き合い
の中でも、おんなじように大事にし
たいものでもあります。相手に真摯
に向き合い、信頼関係を積み重ねて、
気持ちの良い時間を共有し、良いも
のを創り出す、といった、生きていく
中でも大事なことを、自然と仕事の
中でも出来るようになったらいいな
と望んでいるだけなのだな、（だけど
それってなかなか難しいんだよ
なぁ）とも思います。
　仕事をするときに大事にしている
ものを10個、挙げるとしたらなんで
すか？

日本で働く会社員の人たちに、日本でなく
て途上国で、企業でなくてNGOで、とにかく
全く異なる「仕事」の環境で働く経験をして
もらうプログラムを広めようとしている団
体を運営してます。

松島 由佳
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建 築

人材コンサルティング会社在籍。
シェアライブラリー「Habon」共同主宰。
目黒区男女共同参画審議員。現在、事業構
想大学院大学にて勉強中。

田鍋 圭助

　社長の話を聞いてソーシャルメ
ディアへの見方が変わった。それが
ニコニコ動画であり、そのサービス
を提供している株式会社ニワンゴの
杉本氏である。
　今回この企画をお願いしたのは、
ソーシャルメディアから距離をおき
たいと思っていた私が、その提供者
である人の話を聞いて、どこかその
考えに共感し、もっと話してみたい
と思ったから。
　ずっと感じていたことがあった。
世の中、ダイバーシティという単語
も認知され、個人の力も強くなった
と言われているが、一方で現実はま
だ不自由なことが多いということ。
例えば、社会の仕組みや環境と合わ
なくて、その能力や個性を発揮でき
ていない人がいる。対人コミュニ
ケーションが苦手な人もそうだし、
子を持つ母親の中にもいるだろう。
　「ハンドルネームでアーティスト
になれる人がいる」、杉本氏の言葉で
ある。ハンドルネームを使い、創作の
動画をアップして、視聴者に笑いや、
お手本や、刺激を与えている人がい
る。それを見たある人は、その作品に
さらに手を加え二次創作をする。私
は、ニコ動は、単純に動画に文字が載
せられてメッセージできたら面白い
という発想のサービスかと思ってい
たが、そうした事象の裏にはネット

の世界でクリエイティビティを発揮
し、多くの人に喜怒哀楽を提供して
いる人がいることのすごさを初めて
はっきりと認識した。
　いろいろな見方があるだろうが、
ニコ動は多くの人に活躍の場を提供
しているのだと思った。特に今の社
会では活躍しづらい人でも、そうで
なくても、自由に能力や個性を発揮
できる場所なのであろう。
　また、仕事の格言を聞くと少し考
えてこう呟いた「ちゃんと考えよ
う」。情報・選択肢が多くなった昨今、
判断を人に委ねる、責任を回避する
ことが多くなったように思う。それ
は仕事でも同じで、社長や上司が求
めているのは、選択肢を示した上で、
こうしましょうという「判断を提案
する」ことではないかと。
　今回のことでソーシャルメディア
の見方が変わった。動画の見方も変
わるだろう。これからは「面白い！」
だけでなく、その裏に「こんなすごい
ものを作れる人がいるのか！？」と
も思うだろう。Habonについてもアド
バイスをいただいた。今後のHabon
にも乞うご期待。

「MOVE[múːv]」

HABON 共同主催。建築家。コミュニティ
をつくる場を提供する企画、日本匠ネット
ワークをつくることなどを画策中。

杤尾 直也

　自動詞：動く、他動詞：感動させる。
ふと見たジャパネットタカタのCM
だ。何かを体験し、心が動き、行動が
起こる。MOVE。よくできた単語、そし
てCMだ。
　最近、旅館の改修で南部鉄器職人
の宮信穂さんと南部細目紋様組子細
工の長山三蔵さんと一緒に仕事をさ
せていただいた。お二人とも岩手の
匠である。僕はこの仕事を通して２
人のファンになってしまった。MOVE
（心が動く）したのだ。
　宮さんは「伝統工芸としての南部
鉄器を伝統としてだけ残していくの
では、職人は食っていけない。何か一
般の人も手に取るようなモノも提案
していかないといけない。」という持
論のもとフライパンや鉄鍋、お皿を
モダンにデザインしておられる。確
かにシンプルで、美しい。そしてもち
ろん使いやすい。
　今回の案件では直径900mmとい
う巨大南部鉄器をつくっていただい
た(南部鉄器でつくれる最大のサイ
ズ)。製作にあたり、コスト、納期、構造
などいろいろ無理を言ったが、一度
も「それはできない」という言葉でて
こなかった。一緒にどうしたらいい
か考えてくださった。「断るのは簡
単。でも関係もそこまでになってし
まう。折角訪ねて来てきてくれたな
ら、一緒に仕事したいじゃないです

か。」そんな素敵な言葉と無邪気な笑
顔を見せてくださった。
　長山さんはもともと建具を製作し
ておられたが、経済成長をする日本
の将来を考えたとき「何か自分の個
性を持たないといけない」といこと
を強く感じ、持ち得る知識を活かし、
新たな技術である南部細目紋様組子
細工創り出された。一本一本独特の
カタチをした材を組み上げていく。
そのカタチは出来上がりの表情に影
響する。見る角度によって見えてく
るものが変化するのだ。正面からは
シンプルな格子だが、横から見ると
柄が浮かび上がってくる。とても不
思議な体験だ。その体験が楽しくて
照明の周りを何度も往来した。「お客
様の喜んだ顔や驚いた顔が私のやる
気だよ。」そういって頭をかいておら
れた。
　この２人との協業は、僕にとって
「MOVE」なんだなと感じた。体験し、
感動した。そして僕はこれからこの
技術を伝える行動を起こしていく。
日本発の匠ネットワーク。より多く
の人にMOVEを経験してもらえるよ
うに。

連載「この人に会いたい」 第二回　株式会社ニワンゴ　代表取締役社長　杉本 誠司氏
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食 事

海 外

「今月のおすすめレストラン」
「ちゃんこ芝松 」

東京都目黒区中目黒 3-12-19

東京都世田谷区駒沢 5-16-9

「焼肉 芝浦」

ちゃんこなんてただの鍋だろ？
家でみんなで鍋を囲んだ方が良
いよ。と思っている人に、ぜひ
一度訪れてもらいたいこのお店。
僕も両国のちゃんこ屋さんに
行ってたときは、同じ感想でし
た。でもこのちゃんこを知って
から、友人と鍋を囲みたくなっ
たときは芝松に行きます。サイ
ドメニューも絶品。

( 吉田 亮介 )

「焼鶏あきら」

東京都目黒区中目黒 1-10-23 -106

鳥づくしのコースなんて飽きる
だろ？コースを食べるならイタ
リアンかフレンチが良いよ、と
思っている人にぜひ一度訪れて
もらいたいこのお店。おろしポ
ン酢で食べる鳥の炭火焼からス
パイシーな手羽先、鳥の七輪焼
きに、とり鍋。そして最後は鍋
のだしを使った親子丼。鳥料理
の奥深さを体感できます。丸の
内店もオススメ。

( 吉田 亮介 )

東京都文京区本郷 2-26-8

「和牛一頭焼肉　手打ち冷麺　房家」
BRUTUS のうまい肉特集でも取り
上げられた店。
『生きた命を食べる』がコンセプ
トだそうです。店員さんに「他店
との違いは？」と聞くと、「やっ
ぱ肉の鮮度ですかね」と迷わず即
答。写真は「トロ肉３秒炙り」と
いう品。名前の通り片面３秒しか
焼いてはいけないらしい。これを
塩少々とわさびのみで食らう。味
は…ぜひ行ってみて食して下さ
い。

（小野 優太）

続いても焼肉。何せ一頭買いだか
らコスパが半端ない。当然肉の鮮
度も抜群。こちらでは最初に店員
さんが焼き方～食べ方まで丁寧に
教えてくれます。ご指導いただい
た結果は…やはりを片面を３秒程
度炙るのみ。
ここで芝浦のコンセプト「生きた
命」を思い出す。「生きた命」はきっ
と食べれないけど、鮮度でこれだ
け違うとなると、つい興味が湧い
てきてしまう…ってのは自分だけ
か？　　　　　　　   （小野 優太）

　先日久しぶりに祖父と電話をした
ら、「元気かい？仕事はどうなん
だ？」と聞かれました。「楽しくやっ
てるよー」と答えると、「自分が良
いと思えることをやれているのが一
番いい。たくさん仕事をして、職場
の皆さんに可愛がってもらいなさ
い。」と言ってくれました。もう８
０歳過ぎになる祖父だけれど、きっ
とやり甲斐を感じながら仕事をして
いたんだろうなーと思った。周りの
人たちに感謝しながら、自分が好き
だと思えることを続け、人との繋が
りや、経験や、価値観や考え方を積
み重ねていくことが出来たら幸せだ
なと思う。
　ある時、パキスタン人の親友が私
の家に遊びにきました。彼女はパキ
スタンの政府機関で仕事をした後、
今は国際機関のイスラマバードオ
フィスで働いています。こちらで
いったら所謂キャリアウーマンなん
だと思う。彼女と夜な夜な話をして
いました。「仕事のベースは家族、
仲間、そしてパートナー。大切な家
族や仲間やパートナーに支えられて
いるからこそ仕事を頑張れるよね。」
と。同い年の彼女と私は、４年前に
仕事を通じて仲良くなり、今は偶然
にも同じオフィスビルで働いていま
す。

　高校生ぐらいの時からいつしか夢
見ていた開発援助の仕事。あの時か
ら約１０年が経ち、今はパキスタン
の首都イスラマバードで仕事をして
います。現地の人たちの声に耳を傾
けながら、現地の人たちによる国創
りに、少しでも役に立てたらと思っ
ている今日この頃です。

援助機関職員。2012 年 9 月からからパキス
タンの首都イスラマバードに駐在。
financially に持続的で、より対等な関係の
上に成り立つ途上国との関わり方を模索中。

鈴木 麻希

「大切にしていること」
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久しぶりに完読した建築の本です。著書の創
作は “勘違い” からはじまります。それは、
意識的にやっていたり、ただ単に知らないだ
けだったりと、色々な理由があるのだけれど、
それによって、今までにない新しいモノが生
まれてくる。そんな所に著書の建築の面白さ
があります。

髙橋 脩 「1000％の建築」 
谷尻 誠 ( 著 ) 、 須山 奈津希 ( イラスト ) 

エクスナレッジ

皆さん、最近アツくなっていますか？会社で働
いて５年。いろいろ考えるところもあり、学生
時代、社会人１年目のようなアツい志を忘れて
かけていた僕に、そんなんじゃダメだと活を入
れてくれた本。デザインとは何か？僕らにでき
る事は何か？アツい気持ちを久々に思い起こ
させてくれる１冊です。デザインをしている人
は一読あれ！！

杤尾 直也 「フェラーリと鉄瓶」 
奥山 清行
PHP 研究所

著者の西さんが渋谷のバーでバーテンダーを
されていた時にご本人から「私、本出したから
よかったら読んでね」とすすめられ、翌日本屋
さんで“売れ行き”コーナーにあっておどろき
ました。ある家族と、家族をとりまく環境を大
阪弁で軽快にやさしく描いている物語です。
AERAの表紙が西さんだったので久しぶりに手
にとりました。

桶谷 真理子 「さくら」
西 加奈子
小学館

2年ぶりに復刊！
2004年に生まれたCoyoteは、雑誌とは思えな
いくらい丁寧な作りで、文章も写真も1ページ
1ページ、時間をかけて大切に読みたくなる。惜
しまれながら休刊になった2年前、誰もが今回
の復刊を望んでいたはず。

森田 優子 「Coyote No.47」

スイッチパブリッシング

　第19回は「ひさしぶり」をテーマにHabonな人たちの オススメ
の本を集めました。 当日は東京地方に台風直撃の不安を抱えな
がらの開催でしたが、Habon史上最多の22名が参加した回となり
ました。
　今回は、Habonの開催自体、3ヶ月ぶりでひさしぶり！という
こと、夏に実家などに久しぶりに帰って会った人や読んだ本も多
いのでは？ということで、「久しぶり！な本」をテーマにしまし
た。
22名集まると、さすがに全員でシェアは難しく、ケヤキカフェの
オーナーさんにレイアウトを変更してもらい、7人グループを3つ
作ってもらい開催しました。始めは穏やかな日差しの中、カフェ
の折れ戸を全開にして気持ちいい空間の中でHabonを開催。
　しかし、15時頃から次第に風が強くなり、16時からは断続的に
激しい雨が。JR等鉄道各線が運転見合わせ・本数減少する等の情
報が入り、残念ながらグループのシャッフルは1回も出来ずに終
了となってしまいました。
　ただ、そんな中でも、集まったのはそれぞれの想いがつまった
個性溢れる本ばかりでした。そんな”久しぶり”にまつわる21冊の
本を紹介します。
　ちなみに…台風が去った夜遅く、東京の夜空にはきれいな満月
が浮かんでいました。

New Books of Habon Library 

本をシェアすることで、自分の興味の一歩先にある
“オススメの本” と “人” に出会える新しいライブラリーの仕組み

Habon
とは

お金持ちになりたくて、影をひきかえに、幸運
の金袋を手に入れた主人公。夢の生活が手に入
ると思ったけれど、影がないということで・・・。
影をとりかえす中で、くり広げられるいろいろ
なストーリー。
１０年位前に読んだ本ですが、最近妹が読んで
いたので。

樫田 裕子 「影をなくした男」
シャミッソー

岩波書店

「温故知新」という言葉がありますが、日本人に
とってはあたり前すぎる日本のすしが世界で
今どうなっているのかが書かれている面白い
本です！すしを軸に世界中を旅するような生
き方ができる！

狩谷 俊介 「日本人が知らない世界のすし」
福江 誠 

日本経済新聞出版社
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日本の 100 年前は、街の風景も着ている服も
今からは全く想像が出来ない一方、今とあま
り変わらないのでは？という風景が広がるア
メリカやインド。どの国が一番幸せになった
のだろう？「時間」と「地域」という 2 軸で
世界を見比べられるこの本から、教えてもら
えることは少なくありません。

吉田 亮介 「100 年前の世界一周　ある青年が撮った日本と世界 」 
ボリス・マルタン、ワルデマール・アベグ 

日経ナショナルジオグラフィック社

「世界音痴」 
穂村 弘
小学館

五年前、知人に貸し、そのまま戻って来ず、昨日
買って久しぶりに読みました。
ボードレールやヴェルレーヌの詩を永井荷風
が日本語訳した詩集です。読めば透明＆鋭利な
言葉の集まり！文学ならではのあたたかい地
獄があります。

飯塚 千絵 「珊瑚集」 
永井 荷風
岩波書店

歌人の穂村弘さんのインナーワールドについ
て。「きらきら」を求め続ける 36 才独身課長
代理実家住まいの日常です。私たちのだれも
が感じたあの感覚＝きらきら、穂村さんのつ
づる言葉に久しぶりの気持ちを（笑いつつ）
覚えるはずです。

樫本 容子

村上春樹の文章に触れたくなって久しぶりに
読み返しました。
主人公が想いつづける女性と久しぶりの再会
をするところから、物語は展開していきます。
Facebook の登場により昔の人との再会が容易
になった今、“運命的なもの”について考えさせ
られました。

相川 麻子 「国境の南、太陽の西」 
村上 春樹 
講談社

今井 茜 「コミュニティデザイン」 
山崎 亮

学芸出版社

熊井 直子 「しろばんば」 
井上 靖  
新潮社

北欧の教育に興味を持ち、その流れでこの本
も。きっかけはデンマーク大使館が出している
雑誌を見た時。そこにはデンマークの教育の仕
組み、考えがのっていて納得することが多かっ
たため。個別教育、聞こえはいいがやるのは大
変。個人個人の理解度が違うし、生徒数も少な
いわけじゃない、それを支える仕組みとは！？
久しぶりに小、中学校の光景を思い出します。

田鍋 圭助 「オランダの個別教育はなぜ成功したのか」 
リヒテルズ 直子

平凡社

最近始めたトライアスロン（正しくはアクアス
ロン）は、この本をかつて読んでいたから。実
際、海を泳いで、ロードを走ると、海の中での気
持ちや、ランなのに思わず歩きたくなる気持ち
が素のまま書かれているな、と読み返してつく
づく思いました。走りたいけど走ってない、泳
ぎたいけど泳いでない人に是非オススメの一
冊です。

坂本 有希 「走ることについて語るときに僕の語ること」 
村上 春樹 
文藝春秋

New Books of Habon Library 

本をシェアすることで、自分の興味の一歩先にある
“オススメの本” と “人” に出会える新しいライブラリーの仕組み

Habon
とは

「人と人をつなぐ」モノをつくらないデザイン
をする山崎亮さん。
地域の復興や公園の活性化を泥臭い部分から
運営の指導まで幅広く携わり、本当のまちづく
りを実践されています。デザインに関わる方に
おすすめです。

中学受験の勉強をしていた頃に母に読まされ
た本。当時は全然良さが分かりませんでした。
苦手だったものにも再挑戦したいなーと思っ
て読んでみたらびっくり！電車の中で涙して
しまうほど感動。何も知らず、全てのものを
絶対的に信頼していた子ども時代に帰ってみ
ませんか。

久しぶり！（５ヶ月ぶり）に買った本。NYで日
本語になるべくふれないようにするために、日
本語の本は買ってなかったのだけど、この本は
我慢できず。Apple のデザインの秘密が書かれ
ている。Apple ファンは必見！！

花ヶ崎 恵美香 「Casa BRUTUS　2012 年 03 月号」 

マガジンハウス

高校生の恋愛模様をこれでもかという程みず
みずしく描いた傑作（全10巻）。あの頃に戻れ
たら、もっとこんなクサイこと言ってたな～と
思うはず。今作によると、胸がときめくと鎖骨
がキシキシするらしいです。そんな感覚久しく
してないなあ。

山本 綾子 「ストロボ・エッジ」 
咲坂 伊緒 
集英社

　第19回は「ひさしぶり」をテーマにHabonな人たちの オススメの本を集めました。 当日は東京地方に台風直撃の不安を抱えながら
の開催でしたが、Habon史上最多の22名が参加した回となりました。
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Habon is Share book library system.

建築士事務所勤務。無級建
築士。高さ100mのタワー
マンションからちっちゃ
なビルまで、住宅、学校、店
舗などなどいろいろなも
のを設計しています。最近
は友達に誘われてはじめ
た山にどっぷりはまって
います。よかったらみなさ
ん一緒に行きませんか。

飯倉 三智 「PLANTED」 

毎日新聞社

岡部 祥子 「ザ・万歩計」 
万城目 学

産業編集センター

過去にチャレンジしようとして、止まっていたも
の。久しぶりに見つけて、ちょっと心苦しくも、も
う一度始めてみようかな・・・と思った。好きな
らそれをこういう形でアウトプットするのもあ
りなのかな・・・と思う。2006年から、始まって、
すでに3万人が参加しているらしい。3万人が多い
のか、少ないのかわからないけど・・・笑

岡澤 友広 「世界遺産検定 出題問題公式解説集 [ 初級編 ] 」 
NPO法人 世界遺産アカデミー ( 監修 )

毎日コミュニケーションズ

久しぶりに再会した学生時代の友人4人組が、
屋久島へ旅行に行くことになった。その旅の中
で、４人の過去にあるミステリーが浮かびあ
がってくる。それぞれの視点で語られる事で、
過去が少しずつあきらかになってくる。自分が
持っている記憶のあやふやさを実感できます。
 

大石 香 「黒と茶の幻想」 
恩田 陸
講談社

マルチタレント？のいとうせいこう氏が編集
長となって作った植物のことだけを取り上げ
た雑誌です。アートディレクターは藤本やすし
で豪華メンバーで構成されたマニアック本で
すが、広告がつかず、1年ほどで廃刊に。誌面構
成が美しいことからデザイン関係の人達から
は今もリスペクトされています。6年ぶりに本
棚からひっぱり出してきました。久しぶりに見
ても飽きないデザイン！

昔、さくらももこの“モモの缶詰”を小学生の時
に読んで、エッセイストって何て面白くて素敵
なの、と思った。それ以来、色んな本を読んだけ
ど、久しぶりにエッセイっていいなあと思えた
本。テンポがいい、テーマが身近、ぷっと笑え
る。エッセイってやっぱりこうでなきゃ、と思
う。電車の中、寝る前、ちょっとしたお友に、オ
ススメです。

有名な著者がショート集を一緒に出している
シリーズの一冊。“久しぶり”のテーマに合うの
は、市川拓司（いま、あいにゆきます の著者）の
「卒業写真」。久しぶりにばったり会った同級生
が果たして好きな人 A だったのか仲の良かっ
た友人 B なのか、おもしろくアタフタするお
話。

　無期刑の囚人の社会見学に付き添う刑務官、重病人
を故郷へと運ぶ運び屋、変死体の解剖に明け暮れる検
査技師、無菌マウスの繁殖を仕事とする研究員、吉村昭
の小説には普段の私たちの生活にはあまり馴染みが無
い職業が登場します。そして、その職業の登場人物たち
はその職業であるが故の悩みや葛藤、変な癖を持って
いたりします。それは一見遠い世界のように思えるけ
ど、実は同じ世界の出来事なんだなぁ・・・と、読みな
がらそんなことを考えた本です。
　本書は7篇の短編集です。上に挙げた物語の他に、母
を亡くした父と子のささやかな旅を描いた「さそり座」、
母の孤独と葛藤を描いた「花曇り」、難破船で唯一生き
残った船長と1人の船員を描いた「船長泣く」と、いずれ
も登場人物の微妙な心情を、削ぎ落とされた文体で表
現した秀作ばかり。
　テーマ自体は暗―い、重―いものも多い（いや、そう
いうのばかりかも・・・）けど、読んでみると、意外とあっ
さり。（・・・かな？）

狩谷 俊介 「I LOVE YOU」 
伊坂 幸太郎、石田 衣良、市川 拓司 ほか

祥伝社

高橋 脩

「秋の街」吉村 昭

京都から東京へきて5年
経過。ホテル・ウェディ
ング・レストランの運営
会社勤務。

「昔の写真に惹かれてあんまり読んでないけどドイツの
金持ちのボンボンが世界一周した話です」と紹介されま
した。青年っていうから、てっきり20代かと思ってたらワ
ルデマールさん（旅行した人）、33歳やん。私とほぼ同い
年。気に入った！100年前のドイツ人のアラサー世代に
共感した私です。
　優秀な兄たちへのコンプレックス、裕福な家庭からの
期待に応えるプレッシャー、を負いながら法律家となり
役人となり、そしてこのまま行けば家庭を築いて。。？
何の申し分もない安定した、気が付かないけど眠ってい
るような日常。まっとうな、まっとうな日々が作った壁の
中で窒息する前に、彼は世界に飛び出したのです。わか
る、わかるよワルデマールさん！清潔好きで、結構完璧
主義で、堅苦しくて（写真うつりが）、視野の狭かったワ
ルデマール。旅を通して変わっていく彼、そんな成長物
語が面白かったです。私も東京に来て変わったしなあ。。
　世界一周から帰った彼は、彼の人生に戻ります。周囲
をびっくりさせたことに結婚し、役人として着実に出世
し、ナチス政権下のドイツで、できうる限り抵抗し誇り
高く生きました。慣れ親しんだ旧世界から踏み出て、生
身の体験で、さまざまな人々・民族と心を交わしたこと
が彼の人格を養い、強さのもととなったことは間違いあ
りません。そんな時代が確かにあったと、細い光を眺め
るような、個人的な手紙のような、ちょっと勇気が湧いて
くる本です。

樫本 容子

「100 年前の世界一周　ある青年が撮った日本と世界」
ボリス・マルタン、ワルデマール・アベグ 
第 8回 Habon “ひさしぶりな本”
推薦者：吉田 亮介



に散在する。親しい友人と２～３
人で酒を酌み交わすとき、私は迷
わず烏丸界隈を選ぶ。
　ただし私は、プロトタイプ的
ワーカーから外れたお気楽研究
者。「売上ノルマ」や「社内の人
間関係」などには悩まされず、烏
丸のおいしいところだけいただき
ます。しかしカウンターの端で焼
酎を煽って「ハァー」と息をつき、
最近目に見えて膨らみつつあるお
腹をさするその様は、三十代にさ
しかかった日本男児としてはプロ
トタイプそのもののようだ。残念。

　アクセス：四条烏丸へは京都駅
から地下鉄で５分。

※プロトタイプ効果：
いろいろな種類がある中で、典型的にイ
メージされる度合いに差があるという現象

連載「京都綺譚」

おわりに

第十二回　烏丸通界隈
　不思議なもので、「仕事」と聞
くとスーツに身を包んだビジネス
マン・ＯＬたちのオフィスワーク
をイメージしてしまう。農家に絵
描きにパイロット、仕事は無数に
あるというのに。これこそが言語
学で報告されている「プロトタイ
プ効果※」かもしれないが、とに
かく仕事と言えばオフィスワーク
で、そして京都におけるオフィス
ワークの場所と言えば烏丸通（か
らすまどおり）なのである。
　烏丸は京都駅から北へと伸びる
目抜き通り。31m の高さ制限に
合わせて建てられたビル群のスカ
イラインがなかなかに心地よく、
古くから栄える四条烏丸付近では
明治時代の建物がまだ現役であ
る。そのビルの間を背広姿で闊歩
するサラリーマンたちの姿よ。な
んとなく、ジャパン。
　さて私が烏丸を好きな理由に、
その風景と並んで「食」がある。
木屋町の繁華街などとは違う、落
ち着いた雰囲気で味もよい店が街

「仕事の格言」
　今回は、HABON PAPER の制作にご協力いただいた皆様の「仕事の格言」を
集めました。記事や写真と見比べながら格言を眺めるのも面白いかもしれません。

「家族な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 13
同時発行

2013.01.20(SUN) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 12

「仕事に行こう」

京都大学大学院博士研究員。現在の研
究テーマは「都市の様相の解読とその
デザイン方法」。

北 雄介
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Recommend 3M

おおかみこどもの雨と雪
Movie

　『時をかける少女』『サマーウォーズ』の細田守監督
の新作。“おおかみおとこ”と恋に落ちた女性とその
子供雨と雪の話。前作２作がとても面白かったので
期待される作品。僕の大好きな小説家の森見登美彦
氏も絶賛。

杤尾 直也

「田中一光とデザインの前後左右」展
Museum

　琳派、浮世絵、伝統芸能など、市民の文化を熟知て
いたといわれるグラフィックデザイナー、田中一光。
それらをグラフィックの世界へ昇華させた彼の発想
の広がりと表現をお楽しみ下さい。

吉田 亮介

勘違い/ 安藤裕子
Music

　月桂冠のCM、新婚風のカップルで永作博美が愛ら
しい無邪気な役で出演し一緒に家でお酒を酌み交わ
す、最後に「私の趣味はあなたです」というメッセー
ジ。CMにすごくマッチした伸びやかで芯のある歌
声。Charaと一青窈を合わせたようなというのが私の
イメージ。このCMで使われて反響を呼んだ安藤裕子
の新しいアルバム、聞くのが楽しみです。

  　　　　田鍋 圭助

Maco Aikawa

コスモスが、風に揺れながら、それでも空を向いて咲いてました。
仕事も仕事以外もそんな姿勢でありたいなぁ。

Yuki Sakamoto
歯車にはなるな、原動力になれ。

Seiji Sugimoto
ちゃんと考えよう。

Yoko Kashimoto
仕事は顔に出る。

Yuka Matsushima
しないで後悔するよりしてする後悔。

Maki Suzuki

好きなことをやりなさい。仕事の第一条件は、やっている側が楽しい
かどうか。自分が進んでいく方向の中で、楽しいイメージを具体的に
持ってみなさい。

Yuta Ono
なるようになる。

Shu Takahashi
まず自分でやってみる。
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