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の育 て られた家庭や学校 に人間的配慮の欠 けてい

はかな り大 きい と思 う.読み聞かせ か ら次第に本

た ことを憤 る.小学校 では国語の時間だ けではな

に対す る興味を持 ち始 め る時期は多 くの場合,小

く折 にふれ母 国語を もっときめ細か く指導すべ き

｣
学校 入学前後であろ う.｢
落 ちこぼす のは学校だ.

で,それが担任教師の仕事ではなか ろ うか. また,

とよく言われ るが, この ような ことか ら,幼時に

幼児期に,母親 (
又 はそれに代わ るべ き人) は毎

お ける家庭 でのほんの一寸 した配慮 が大切だ と思

日子供達に本を読 んで聞かせ てや ったのだ ろ うか.

う. しか し, これは私が教師を しているか ら教師

TVに子守 りを させた り,逆 に母親 自身 TVを楽

としての言い訳 けなのだ ろうか,落 ちこぼれはや

しむために就寝前 の子供 に落 ちついて本を読 んで

は り学校だけに責任があるのだ ろ うか.

や らない親 が増 えて きた といわれ るが‑‑･
.聞い

今年 もまた一人 の ｢
落 ちこぼれ っ子｣ と共に過

てみ ると,案の定わが家に出入 りす る ｢
落 ち こぼ

ごし,教師 としてい ろいろ考 えさせ られ ることが

れ っ子｣達 も殆 ん どが この読み聞かせの経験 に乏

多 く, 自分に とって も教育について勉強す る良い

し く,本に対す る興味が持 てぬま ゝに今 日に至 っ

機会だ と思 う此 の頃である.
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て しまった ようである.落 ちこぼれ防止のための
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手立 てはい ろい ろ考 え られ るが,読書の果す役割
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お恥 しい ことに,学生時代にはほ とん ど図書館

木

純

子

がか な り進み ました.

とい うものに縁 な く過 して しまった私が,国立国

皆様やお子様方 の中に も,居住地域の図書館 を

会図書館 に勤 め るようになって,昨春で2
0年 にな

利用 しておいでの方が,今 では多いのではないで

りました (
卒業後 1年間司書養成機 関に通 ったの

し ょうか.

で,卒業年度 と 1年のズ レがあ ります).

図書館 といえば この他,学校 図書館,大学 図書

図書館利用 の経験は乏 しいなが ら,本は好 きだ

鰭,研究機関や企業 内の専門図書館 などさまざま

し, どち らか といえば女性む きの仕事 に見 え る,

な館種があ りますが,私 の勤め る国立国会 図書館

教師 になるのはい ささか重荷等 々考 え合わせ ての,

は,現在 の ところ, 日本 にただ一つの国立図書館

お世辞に も積極的,意欲的 とはいえない選択だ っ

であ り,その規模や果すべ き役割 の多岐 にわた っ

た ように思 いますが,共働 き,子持 ちの先輩 たち

てい る点で,特異 な存在 といえま し ょう.

に恵 まれ, 同 じような コースを とって,いつの間

私 は現在, ｢
地 図室｣ とい う所 で仕事を してい

年前 といえば,
にか 目が経 った とい う感 じです.20

ますが, ここは, この図書館 に大量 に入 って来 る

今在学中の方 々が赤 ちゃんの頃 とい うわ けです.

図書 ･雑誌 の受入,整理,閲覧 とい う大 きな本流

と書 いて, 日頃はなるがままにまかせ てあま り意

か ら派生す る小 さな‑水脈 とで も申せ まし ょうか･

識 しないでい る馬令を改めて 目前 につ きつけ られ

大学 で地理を勉強 した ?ことが,仕事の上で どれ

た感があ り,が く然 としてお ります.

だ け役立 ってい るか, ま ことに心 もとない限 りで

20年前 には,図書館 といえば勉強部屋代 りに使

す が,傍系 の小人数 のセクシ ョンのため,仕事 も

う学生 の行列が話題 になる程度,一般的 なイメー

巨大 な歯車の一部分 とい う感 じはあま りせず, よ

ジ としてほ,何 や らカビ臭い紙魚の巣 とい った と

い職場だ と思 っています. もちろん,小人数 ゆえ

ころだ った ように思いますが, ち ょうどその頃か

の拘束 もないわけではあ りませんが.

ら,中小地域単位 の公共図書館 の,館外貸出 しを

人 に よっては, ｢図書館 には地 図 もあ るの ?｣

中心 に した活動が活発 とな り, イメージチ ェンジ

といわれ る位ですが,新旧,各地域,各縮尺 のさ
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残念 なが ら,そ こまで到達 で きてお りません.か

まざまな地 図を求めて来館 され る方 も多 く,図書

忘れ ます.
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何 とい った らよいので し ょうか.世界的 にみ ると,

気拝が ないわ けではあ りません し,地 図その もの

議会 図書館や英国図書館 (いずれ も莫大 な地 図の

について も,勉強 したい こと, しなけれ ばな らな

コレクシ ョンで著名)等 々を擁す るアメ リカ,イギ
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ゆえ,いずれ も初夢 の うたかた と消 え, しぼんで
しまいますか ど うか‑‑･
(9回生

国会 図書館)
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"染 め〝との出合 い

30才 も半 ばをす ぎると,残 りの人生 を どの よう

間

い う気拝がジ ワジ ワと表 出す るようにな りま した.

に生 きてゆ こうか とい うことを,若 い時 とは違 っ

自分 の気拝 に忠実 に,決 して背伸びをせずい った

た気拝 で再認識 し, よし今 な らまだ間に合 うと自

い 自分 は何 が一番や りたいのか, とい うことを時

らを励 まして進路 の修正がで きるそんな時期 なの

間をかけて心に問い続 けて きた結果,職場 での仕

か も知れ ません.

事 が創造 の喜びを味わ うとい うことか らほ ど遠 い

私 も,公務員 とい う,共働 きの諸条件 が比較的

ためか も知れ ませんが,染色にた ど りついたので

整備 されてい る職業 で,働 き続 けること1
2年 目,

す.そのためには生活上 の様 々な条件整備 も必要

不規則 な時間帯で仕事をす ることの多い夫を持 ち,

とな りま したが,今 は, ち ょっとした関係で知 り

二人 の子供 の保育園送迎,家事雑用 に追われ,忙

合 い とな り教 えていただ くことになった更紗染め

しい毎 日を送 っていますが,ただ忙 しいだ けの 日

(チ ャンチ ンとい う素朴 な道具 を使用 してのろ う

常では (
忙 とい う字は立心べんに亡 うと書 くよう

描 きエバデ ィック‑の細かい模様はむずか し く,

に,心を失 うとい うことは忙 しさの空 しさを表 わ

根気がい り,仲 々思 うようにはい きませんが, イ

してい る),いつの間にか心を失 う怖 しさ も あ る

ン ド更紗 や, ジ ャワ更紗 の美 しさにはただ,ただ

ように思 い,下 の子供が もうす ぐ 5才 になる現在

目をみは るばか りです) と,身近 な草木 を利用 し

(
子供を保育園育 ちにす ることについては,いろい

ての植物染めに と り組 んでい ます. まっ自な布 に

ろ不安 もあ り悩み ましたが,母親が昼間一緒 にい

思 いの色を,思 いのデザイ ンを染め るとい うこと

ない ことが,子供 の心 の傷 になるのか,又 は 自立

は本当にすぼ らしい ことです.そ して, また,す

へ向か う心 を育て る糧 になるのか,それを分 ける

す き,びわ, よもぎ,毒 だ み,玉 ネ ギ,刈 安,

ものは,子供 を思いや る母親 の愛情が子供 に しっ

梅 ,桜 e
t
c.あ らゆ る植物 が染料になるお どろき

か り伝わ ってい るか ど うかであるとい うことを 日

はまた格別 です.染織家 の志村ふ くみ さんの ｢そ

々の体験を通 して実感 し,今 までの ところ比較的

れ らの植物か ら染 まる色 は,単 なる色ではな く,

よい関係を保ててい ると自負 しています) 自分 の

色 の背後 にあ る植物 の生命が色を とお して映 し出

ライフ ワークとも言 え るような ことをや りたい と

され てい るのではないか と思 うようにな りま した｣
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