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二つの本の魅力 

二通 これから齋藤孝『読書力』と松岡正剛『多読術』の二冊について、読書会を行いた

いと思います。最初にそれぞれの本で面白いと思ったところを二、三にまとめて、挙げて

いただけるでしょうか。まずは齋藤孝の『読書力』からいいですか。 

門倉 齋藤孝さんのほうでは、読みにおける身体性というか、体と関係づけて読みを論じ

ているところが第一に面白いと思いました。これは「読書はスポーツである」とか、「読書

部」とかいうような、彼の読書に対する捉え方ともつながっていると思うんです。具体的

には、四つの読書トレーニング法を挙げているけど、そのうち三つは体と関係しているん

じゃないかなと思いました。「読み聞かせ」は、声を体に浸み込ませるということだし、「自

分で声に出して読む」は、声を出すということがまた身体的な行為である。それから、齋

藤さんの三色ボールペンというのは有名なんですけども、それで「線を引きながら読む」

というのも明らかに身体運動です。 

 第二に、齋藤さんの場合は、読むことと話すことを連動させているという点もあります。

これは身体性の延長でもあるし、読書が単に孤独な行為ではなくて、コミュニケーション

行為でもあるということの具体的な表れでもあります。「読むことによって話す力が鍛えら

れる」（153頁）と言っているところが、とても面白いと思いました。 

佐藤 私は、32頁にある「中間や期末試験に、読書力を養成する問題を組み入れる」とい

う、この発想が面白かったですね。この齋藤孝さんは、どうやって学校現場でも読書力を

つけさせるかってことを、いっぱい提案されています。その中身がものすごく具体的で、

ああ、何かすぐやってみたいなって思えるようなものなんです。「10点から 15点を読書ク

イズにあてる」と書いてあって、どんなことかなと思ったら、後ろのところで「みんなで
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読書クイズを作る」（185頁）、「『百年の孤独』問題集」（187頁）とか具体的な例が出てい

て、こういうのは面白いな、さっそく授業でもやってみようかな、なんて思いました。 

 それから、やっぱり同じ学校の話題で、「地理の時間を全部読書にあてる」というのがあ

り、これは「インディペンデント・リーディング」というふうに、リーディング・ワーク

ショップの場でも言うんですけど、それをもうこんな昔に受けちゃっているんだと思って、

ちょっと驚きました。 

 あと、学期の終わりに好きな文庫をプレゼントしてくれた高校の先生の話とか、とにか

く毎時間、本を紹介し続けてくれた中学の先生の話とかを紹介していて、「読書トレーナー」

という発想が面白いなと思いましたね。「先生はみんな読書トレーナーであるべきだ」（194

頁）という、この観点がすごく面白く、なるほどと感じました。「相手とのコミュニケーシ

ョンの中で本を薦める読書トレーナーの仕事が、もっと社会的に評価されてもいいし、学

校の先生は全員そのような役割を果たしてほしいと私は願っている。読書の習慣のない教

師は教師としては不十分だ」（194頁）と。ここのところは、本当にみんな自戒したほうが

いいなって、しみじみ思いました。だから、自分の職場に引きつけて特に読みました。 

 あとは、「日本には聖書のような唯一絶対の本がないから、たくさんの本を読む必要があ

った」（46 頁）というのが、私には新鮮だったんですけど、これって当たり前の視点なん

でしょうかね……。 

門倉 聖書をさして「the book of books」という言い方はあるけれども、このあたりは教

養を強調しているところとつながるかなと思いましたね。 

佐藤 ああ、そうですね。 

門倉 聖書のような絶対的な本が日本にはないという発想を裏返せば、聖書は絶対的な本

だという、その西洋的な教養の考え方を受け入れているように思えます。いい面でもある

けれども、教養主義が強いなという感じは持ちました。 

佐藤 このあたりは、けっこう議論の対象になるかなと思いました。思い切ってよくぞ書

いたな、とそういう意味での面白さがありました。 

 

読むことと話すこと 

二通 最初のほうに書いてあった、読書力とは何かということで、ずばり「要約が言える

こと」であるって言っている（18 頁）。すごく言い切っているなって思ったんですけど、

自分自身の読書を振り返ると、読んでいる途中に書き手とのやり取りをして、自分でも考

えながら読んでいるんだけど、読み終わるとそこで自分の読書が終わっている。結局は、

あとになかなか残らない。この齋藤孝さんは、一冊の本を 30分ぐらいの短い時間で読ませ

て、そして要約できるかどうかと書いている。それは難しいことだけれども、一度読み終

わったときに要約してみるというのは、すごく大事だなということを感じました。 
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もう一つ、さきほど「読むことと話すことの連動」ということをおっしゃっていました

けれども、その脈略のある会話のためには、相手の話の要点をつかんで、それを自分なり

に受け止めて、それはこういうことだろうっていうふうに確認したり、それを受け止めた

うえで、さらに切り返すとか、パッと核心をつかむっていうことがすごく会話で大事だっ

ていうことが書いてあって（153～154 頁）、読むことから少し発展しますけれども、この

辺はすごくなるほどと。日本語を教える仕事の中でも、このことを意識的にやってみよう

かなと思いました。 

 もう一点は、これは、私の実感をそのまま書いてあると思ったんですけれども、「体験を

経験に変える場」ということが書いてありました。自分がいろいろ体験したものがある。

それを、本を読んでいって、ああ、同じことを考えている人がいたんだとか、自分が感じ

ていたことはこういうことだったんだということを、きちんとした言葉で知らされる、確

認できる。「「自分一人の経験ではなかったのだ」という思いが、自分の生を勇気づける」

（85頁）と書いてあるんですけども、そういうふうにして、自分一人の個別の経験が裏づ

けられて、それは、自分一人は体験したっていうだけなんだけども、この齋藤さんの言葉

では、それが経験になる。その体験と経験に違いが生まれ、それぞれが何か位置づけられ

たものになるという、それは本を読むことの効用というか、意義かなというふうに思いま

した。 

全体的に、本と対話することによって、自分の内側だけで思っているのとは違う、いろ

んな発想が得られて、自分の考えが深まっていくっていうか、それから新しいものが見え

てくるという、オーソドックスな本の効用を書いているかなと思いました。 

門倉 「読むことと話すことの連動」というのは、たしかにすごく面白い発想ですね。読

む力がつくと話す力も伸ばせるだろう、そういう点で齋藤さんの言っていることは鋭いと

思います。けれども、もしかしたら、読む文化と話す文化というのは違うところがあって、

あまり読まない人でも話すのが上手という人、たとえば要点を捉えて話すという人はいる

と思うんですよね。ただ、読む力を鍛えることで、要点を捉えるとか、流れを理解できる

とかいうようなことが会話力にも応用できるというのは、多数派としてはそうかなと思い

ますけどね。 

 それから、「読む力」イコール「要約力」というのは、そういう面も確かにあるとは思う

けれども、それを核心として言うのはどうかという感じもあります。つまり、それはひた

すら書いてある内容を的確に吸収するということに力点をおく読みの考え方で、その辺が

さっきの教養主義というところともつながると思うんです。齋藤さん自身はもちろん、教

養主義といわれてもおおいに結構というか、教養主義の復権を、この本では読書力という

領域で唱えたいということだから、それは痛くもかゆくもないことかもしれないけれど、

「読書力」イコール「要約力」というふうに核心を捉えると、読みの議論として狭くなっ
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ちゃうかなという感じもするんですね。 

 

読みの教育 

二通 その点では、松岡正剛『多読術』と抱き合わせで読んだことは面白かったと思うん

ですね。読み比べてみると、齋藤孝さんのそういう特徴が見えてくる。私も、人間修養的

という感想をもったんですけども、そういう面の読書ということが、わりと匂ってくるん

ですよね。 

門倉 そうですね。 

二通 ええ。もっと、松岡さんのほうが、人間というのはフラジャイル（もろい、脆弱な）

というか、弱い、脆いもので、もっと浸食されるものだという捉え方ですね。そういう人

間の見方に対する幅というのは、松岡さんのほうがあるなと思いましたけど。 

佐藤 でも、齋藤孝さんは、「分からなさをためる」だとか、「摩擦を力に変えることを練

習するための行為である」（105 頁）とかも書いていらっしゃるから、多分そういう弱さ、

脆さとかは全部分かったうえで、だから、かなり松岡正剛さんのおっしゃっているような

ことも分かったうえで、とにかく学校現場でもっと読書力をつけることをやってほしいと

言っているのではないでしょうか。わりとこれは教師に向けて書かれた本なのかなって、

私は受け取りましたね。本当に現場ですぐにできるようなものも多く、私がまたそういう

とこを拾って読んだのかもしれませんけれど、何か提案に満ちている感じがしました。 

二通 そうですね。学校現場にむけてね。 

佐藤 あえて意識的にやっているんじゃないかなとは思いましたね。 

門倉 ええ。そういう点では、「読書力検定」というのは面白いと思うんですね。「新書が

三〇分でどれだけ読めるか、線を引いて表しなさい」（21頁）という、こういうやり方は、

すごく荒っぽいように見えるけれども、どうしても学校教育の中での読みというのが、精

読主義というか、数少ない、短い文章を詳しくきっちり読むということに終始しがちなの

に対してはありうると思います。松岡正剛さんと同じように、多読の勧めとして、短い時

間に要点をどれだけ走り読みで捉えられるかというのを見ていくという姿勢は、読みの教

育としては非常に貴重だなと思いますね。英語教育の中で、やはりそういうのはあるよう

で、早く読む検定のようなものを考えるということを耳にしたことがあります。 

二通 そうですか。 

門倉 いい動きなんじゃないかなと思いました。 

二通 私も本当に、齋藤孝さんの本を読みながら、松岡さんの本もそうですけれども、自

分がやっている読解の授業というのは、本当に狭い、ある部分の読解力だなっていうこと

や、実際の読みの中ではどういう部分なんだろう、どういう部分とつながるんだろうとい

うことを改めて考えさせられました。 
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「エディティング・モデル」 

二通 続けて、松岡正剛『多読術』について、また二、三の面白いと思ったところを挙げ

てください。 

佐藤 もう松岡正剛さんのはすごく面白くて、何が一番面白いかっていうと、全部「編集」

という観点で見ているというところでしょうか。「エディティング・モデルの相互乗り入れ」

（98頁）ということをおっしゃっていて、このエディティング・モデルが、書き手と読み

手との間のモデルの交換であるというのが面白いなと思いました。 

いろんな読書をやっていくうえで、他の人の書いたものが自分の読む視点になっていく、

誰かの目を使って自分がどんどん読んでいけるようになったというところが、すごく面白

い。いっぱい読んでいくうちに、別の作家の書くモデルというのが入ってくるから、その

モデルを自分の中に入れることによって、こんど別の本を読んだときにそれが生かされて、

どんどん読みが速くなっていく。そうすると、どんどんつなげることができるようになっ

て、読書をすればするほど、多読をすればするほど、自分のエディティング・モデルが豊

かになっていって相互に乗り入れ、いろんな本を読むときに応用ができていけるという、

この辺がとても面白いなと思いました。 

二通 そのことで確認したいんですけど、エディティング・モデルというのは、まずは、

ある作者のいろいろな本を読むことによって、その作者個人のエディティング・モデルが

見えてくる、そしてそのエディティング・モデルで、その人の書いた他の本を読むと分か

りやすいということなのか。もう一つは、いろんな人のエディティング・モデルが増えれ

ば増えるほど、もっといろんなものに対応できるようになるのか。両方を言っているんで

しょうか。 

門倉 根本的に松岡さんの考え方が、編集ということを重視するという立場で、編集とい

うのをものすごく広く捉えています。結局すべての情報は構成されたものである、とメデ

ィアリテラシーは言いますが、松岡さんは、すべての情報は編集されたものであると捉え

るんですね。そうすると、情報を発信するほうも編集しているわけなんだけど、情報を受

け取るほうも、自分なりの編集をして読み取っていくっていうので、コミュニケーション

の場にはすべて、両方の側での編集作業があるというふうになる。コミュニケーションの

原型は編集だ、というように編集の概念を広く捉えるところから、エディティング・モデ

ルという考え方を出してくると思うんですけどね。 

佐藤 95 頁の「編集工学をやさしく説明する」というところなんですけど、「書くのも読

むのもコミュニケーションの一つで、人々がコミュニケーションするために書いたり読ん

だりしていて、執筆も読書も双方向的な相互コミュニケーションだ」という、このあたり

ですよね。 
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二通 だから、お互いに編集し合っているっていうことですね。 

佐藤 そうですね。その具体例が書いてあるところがあって、そこ読んで、おお、なるほ

どと。最初に読んでいた本が、「何だ、これは」だったのが、他の読書をやってるうちに、

その読んでいる別の作者のモデルが自分の中に入ってきて、それでまた一番最初の本に戻

ると、すごくすらすら読めてしまったという。 

門倉 97頁で「理解のコミュニティ」というようなことを言ったり、93頁で「読書世界」

というようなことを言うんだけど、そういう「理解のコミュニティ」というのは分かりや

すい。ある領域の本には、その本の理解の編集のしかたというのがあって、その類書を読

むと、読みが速くなって強化される。つまり、その「理解のコミュニティ」のメンバーに

なれる。だから、たとえば学問の世界だったら分かりやすいけど、法学なら法学の理解の

しかたというのがあるのと同じように……。 

二通 それぞれのジャンルのスキーマみたいなものに馴染んでいく？ 

門倉 そう。それが一つの、一種の編集だと。 

二通 それは、書くほうもそういうものを持っているし、読むほうもそういうものを形成

していくっていうこと？ 

門倉 ええ。読むほうのエディティング・モデルも、読むことによって鍛えられていき、

「理解のコミュニティ」のメンバーにだんだん入っていくみたいな、そういう考え方なの

かなと思ったんですけどね。 

佐藤 こういう考え方って私はしたことがなかったから、すごく面白かった。新鮮に感じ

たということですね。しかもそれが、「察知力」とか「セレンディピティ」（偶発性がつく

る発見能力 102頁）につながるというのも面白かったです。 

 

本をノートにする 

佐藤 それとあと、何といっても「正剛のマーキングのやり方」（85 頁）というものです

ね。本をノートにするという。これを拡大コピーして高校の生徒たちに配っちゃいました。 

門倉 そうそう。本をノートにする。 

佐藤 もう本はノートなんだという考えで、どんどんマークしていく。それでいろんなも

のを読んでいくとことが大事なんだって。 

二通 なるほど。 

門倉 この「本をノートにする」というのが、「読むことは編集だ」ということとつながっ

ていると思うんですね。「本をノートにする」というのは、まさに編集行為なんですね。自

分の理解のパターンに慣らしていって、そういう形で吸収していく。 

佐藤 それで、これをノートとして作ったものを「クロニクルノート」と「引用ノート」

にまた写し取って、さらに「リンキング・ワールドの入口を自分で作っていく」（115頁）
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と書いてあったんですけど、このリンキング・ワールドって、まあ、何て素敵でしょうみ

たいな。 

門倉 そうですね。 

佐藤 これを読んでいると、わくわくするなあって。 

門倉 『情報の歴史』の年表とか、まさにリンキング・ワールドですよね。図が載ってい

ましたよね（113頁）。 

佐藤 ええ。「僕の読書術は、リンクを増やす、編集的読書法を基本にするものですから、

そのためのリンキング・ワールドの入口を自分で作っていくということですね。これは相

当にエキサイティングでした」（115 頁）と。もう読んでいるだけでエキサイティングで、

わくわくするという感じ。 

 

閲覧カードのつながり 

門倉 まずは、「本にはたくさんの人との出入りがある」（33頁）というところで、これは

松岡正剛さんの「本を読む」ということへの思いがこもっている言葉かなと思いました。

普通、本を読むって孤独な行為で、一人ですることというふうに思ってしまう。それが常

識なんだけれども、「読書は交際である」（199 頁）という本の捉え方がとても魅力的です

ね。 

 それは、第一には、読者と著者とが本を通してつながっているっていうことなわけです

けれども、第二に、読み手と読み手とがつながる。本を人に薦めるとか、プレゼントする

とか、ブッククラブとか。それから、松岡さんの言葉で共に読むという「共読」、江戸時代

の「慎独」というのも面白かったんですけども、「読んだ内容を独り占めしちゃいけない。

必ず他人に提供せよ」（130 頁）って言っているんですね。要するに、読んだものを人に、

素晴らしいものは人に分かち与えなさいと。第三に、本どうしが持っているネットワーク。

そういうものが全部、本の中に、人との出入りというので詰まっているんだというところ

が面白かった。 

 それから、さっき齋藤孝さんは「読む」と「話す」をつなげたということからすると、

松岡正剛さんは「読む」と「書く」をつなげている（92 頁）。これは、彼の編集という考

え方につながると思うんですけれども、読むのも書くのも「読書世界」とか「理解のコミ

ュニティ」の中の編集行為として、重層しているんだっていうことですね。これはかなり

深いので、どういうふうにつながるのかっていうことをいろいろと考えたいと思いました。 

 読書の「３Ｒ」というのも、なるほどと思いました。「本は、リスクとリスペクトとリコ

メンデーションですね」（146頁）と言っていて、いずれも面白いんですけども、とりわけ

リスクというのが松岡正剛さん独特かなと。「本にさらわれたい」（169 頁）というところ

が、本を読むということにはある、精神を丸ごと持っていかれちゃうみたいな。そういう



 『日本語力をつける文章読本』（東京大学出版会）付録 編者による読書会  8 

リスクを抱える読みというのが、ある面、どきどき、わくわくという読みの行為につなが

るのではないかなと思いました。 

佐藤 今のお話を聞いていて、小学校で図書委員をやっていて、閲覧カードの履歴のとこ

ろを見ていて、それで人とのつながりを感じた、とあるじゃないですか（32頁）。 

門倉 そう。そこに出入りがあると。 

佐藤 ええ。私はこれがとても面白くて。 

門倉 あれね。私も小学生のころ、学級文庫なんかで読むときに、同じような実感を持ち

ました。あの人も読んでいたんだ、と。 

佐藤 宮崎駿の映画『耳をすませば』で本の後ろの閲覧カードを見て、「あ、この人が、ま

たこの本読んでいる」という出会いから話が始まっていたのも思い出しました。 

門倉 後ろの閲覧カードの履歴は面白いですよね。 

佐藤 私、司書教諭でもあるんです。 

門倉 あ、そうなんだ。 

佐藤 図書室で、全部パソコンで整理すると、カードがなくなっちゃうんですよね。昔な

がらのアナログ的な閲覧カードは、人と人とをつないでいたんだなということを再認識し

たというかね。ここは面白かった。 

二通 本に付いていますものね、図書カードは。本開けば、誰が読んだか分かる。 

門倉 本という物質というか、紙の塊というものが持つ、これが人の出入りということな

んですね。だから、それが電子書籍になったら、人の出入りという点がどういうふうに弱

くなるのか、今のところ分かりにくいというか……。 

 

読む人を自由にする 

二通 最初のほうに書いてあった、読書を「「崇高な営みだ」などと思い過ぎないこと」（12

頁）とか、「読書はカジュアルなもの」（12頁）というところを目に留めたんですけれども、

ファッションや食べ物、いろいろ比喩を使って、読書というものの視野を広げてくれる。

そして、後半のほうには、「読めば、その本が自分を応援してくれると思い過ぎないこと」

（140頁）、さっき「さらわれてもいい」という話がありましたけど、本から裏切られたり、

本が負担になったりすると。その負の領域も本は持っている。そういう、本に対して、自

分が裸になって飛び込んでいくのでいいというのが分かりました。こういうものが本とい

うだとか、自分を高めてくれるものを選んで読むとか堅く考えるのではなくて、本の世界

に飛び込んでいくという、その辺について心が広くなった面がありました。 

 もう一つは「マーキング読書法」のところで、さっき佐藤さんも「本をノートにする」

と言っていたところなんですけど、私自身、特に英語の本を読むときに、頭に入らないん

ですよね。英語の本って、日本語の本と違って、文字をパッパッと拾って意味が取れると
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いうのではなくて、わりとのっぺらぼうに、私たちにとっては見えるわけですよね。だか

ら、自分でマーカーはもちろん、タイトルやサブタイトルを付けたり、いろいろ色を付け

たり、とにかく汚さないと、自分の中に入ってこない。体との結びつきということにもな

るかもしれないけど、手を動かして、マーキングして、それが自分の目に入らないと、な

かなか内容が入ってこないところがあるので、学生にも、これは普段やらせているけど、

さらにやらせたいなと思いました。 

 あと、年表作り1というのも面白そうで、時間があれば本当にやってみたい。読めば読む

ほど埋まっていくわけですよね。その辺が、今までとは違う読む楽しみを教えてくれると

いう感じがしました。 

門倉 最初に挙げた、松岡正剛さんの本の読み方は、すごく読む人を自由にさせる、本と

のつきあい方を闊達にさせるというのが、私もすごくいいなと思いました。比較してしま

うんだけれども、齋藤孝さんは、やっぱり教養主義と謳っているだけあって、漫画や児童

書はあまり読んだうちに入らないんだとか、アニメはあまりにも想像力を発揮させないの

でだめとかという、何か非常に常識的な、良書主義というものも感じてしまう。それから

すると、松岡さんは『遊』という自分の雑誌を発刊したほどで、その題名もいいんですが、

雑誌を読むことで「読み方」とか「読みの世界」が広がりますよという発想もあって、読

みに向かう姿勢を自由にしてくれるんじゃないかな、というふうに思いました。 

二通 そうですね。「読書したからといって、それで理解したつもりにならなくていい」（80

頁）っていう言葉にも救われますよね。 

門倉 そうそう。 

二通 それで、一応マーキングしといて、ずっと時間がたってからもう一回読むと分かる

こともあるし、ちゃんと理解しなければいけないというような強迫観念から自由になって、

分からなくてもいい、またいつか分かるときが来るかもしれない、そういう読み方はいい

なと思います。 

門倉 ええ。そこが、齋藤孝さんが「読書力」は「要約力」だと言って、必ず全部の内容

をピシッと理解して、核心をつかまなくては読書力とは言えないというのと、ちょっと違

うかなと。 

 

三冊で立体的に読む 

佐藤 『多読術』の一番最後に、アドラーとドーレンの『本を読む本』に対して批判的な

ところが出ていて、「『本を読む本』の指南は極めてロジカルで、質問を明確にせよ、主題

的関連性を発見せよ、弁証法的に読めなどというふうな、説得型、あるいはディベート型

                                                   
1 読んでいる本に年号が出てきたら、その事項を自分の作成した年表ノートに書き込んで

いくということ（111 頁）。 
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読書法」と書いてあるけど、「僕が本書でお薦めした多読術はそういうものではない。うん

と柔らかい。もっと認知関係的で、かなりパフォーマティブで、プロセス的で、極めて編

集的」（203頁）と続けている。この「プロセス的」というのにね、なんかピピッと私はき

たんですけど。 

門倉 なるほど。アドラーとドーレンの『本を読む本』というのは、たしかシカゴ大学の

１年生向けに書いているものなので、もちろんロジカルで、勉強するためにはこういうふ

うに本を読みなさいっていう本なんですね。 

佐藤 だから、それと齋藤孝さんはちょっと共通している。齋藤さんの本と、この『本を

読む本』を読み比べると、さらに面白いかななんて思ったりしました。 

門倉 そうですね。だけど、『本を読む本』の中の「点検読書」や「シントピカル・リーデ

ィング」というのは、松岡正剛さんがこの本で言っていることともつながっていますよね。 

佐藤 そうですね。 

門倉 松岡さんは「目次をしっかり読むこと」や「類書を読むこと」を勧めていますが、

「目次読み」は『本を読む本』で言う「点検読み」の一部ですし、「類書読み」は、まさに

「シントピカル・リーディング」、つまりトピックを同じくするものを読むということにつ

ながっています。 

けれども、たしかにアドラーは基本的な姿勢が「学問に役立つように本を読みなさい」

だから、要約がピシッとできて、それに対して批判的にコメントができるくらいにならな

いとだめというところで齋藤孝と通じている。 

佐藤 だから、『本を読む本』と『読書力』の比較読書も面白そうだなと。それこそ３冊を

読むと……。 

門倉 ３冊で読みなさいというのは松岡正剛さんの考えで、そこもとても面白い。本はネ

ットワークを持っている。だから、本のネットワークごとに整理されている書棚というも

のを見ることで、本を読む力が養われる。書棚をうまく作っている本屋さんに行ったり、

書棚を整理している図書館に行ったりして、そういう書棚を見ることも本を読むことだっ

て言っているところは、すごく面白い見方ですね。 

佐藤 ええ。 

門倉 松岡正剛さんが、東京駅近くの丸善書店と組んで、松丸本舗という書店内書店を丸

善の一角に作っていてね、松岡流の３冊つながりを提示しています。そこに行くと勉強に

なるんじゃないかな。 

佐藤 『多読術』170頁のところに、「どんな本を連鎖させて読むかということを、自分の

感覚を大事にしたほうがいい」、「そこに個性も出てきます」と書いて、「あえて指針がある

とすれば三つのことです」と言っているんです。これも面白くて、一つは「類は友を呼ぶ」。

だから、『多読術』と『読書力』と『本を読む本』で３冊っていうのもありますね、と言っ
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たのは「類は友を呼ぶ」ですよね。もう一つは「縁は異なもの」で、偶然の縁で、次々に

変な方向に連鎖してみるということですね。もう一つが「松岡正剛に従ってみる」なんで

すよね。これが松丸本舗においでってことですかね。 

門倉 そうかもしれない。 

佐藤 そこの二番目の「縁は異なもの」と関係するんですが、三冊をつなげて本を紹介す

る「ブックトーク」を展開しなさい、という課題を生徒たちにやらせていたんですね。そ

れで、そのうちの１冊を新書にしなさいと言って。そうすると、みんな面白いつながりで

見つけてくる。三冊本はブックトークの参考になるなと、すごく思いました。 

門倉 ええ。私はあと一冊加えるとしたら、アドラーとドーレンではなくて、加藤周一の

『読書術』ですね。今回、あらためて加藤周一を読み直してみたんだけど、三冊を読み比

べることは意味があるなと思いました。二冊だとパラレルな感じなんだけど、三冊あると

立体的になってね。加藤周一の「読み方」「読みの定義のしかた」というのと二つを比べて、

やはりまたそこに違いが出てきて……。 

佐藤 それって新書で出てるんですか？ 

門倉 昔はカッパブックスでしたが、いまは岩波現代文庫で出ています。松岡さんがいう

三冊つながりというのは、二冊を対照して読むというよりも、さらに見えてくるものが深

まる感じがしたと、やってみて思いましたね。 

二通 「縁は異なもの」というのは面白いですよね。そこに個性が出るというか。留学生

に日本語教育の授業をしていて、正解をこちらが持っていて、学生をそれに近づけるみた

いなしかたは、私自身は好きじゃないんだけれども、そういうのを求められる面があって。

逆に「縁は異なもの」というのは、本当に自分でつながりを見つければいいんで、正解は

全くないわけですよね。そういうことも評価するというのは、私にとっては新鮮で、こう

いうこともやってみたいなと思いました。 

 

二冊の共通点 

二通 『読書力』と『多読術』の共通点のほうに入りましょうか。 

門倉 両者は文体も違うし、持っている雰囲気も違うんだけど、共通点は多いですね。た

くさんあったのだけど、すごく面白かったのは、井上ひさしがたくさん本を読んで、その

中から自分なりの地図を作っていくというのを二人とも挙げていたことでした。齋藤孝さ

んによると、藤沢周平の作品に海坂藩という架空の藩が登場するのですが、井上ひさしが

藤沢周平をたくさん読んで、海坂藩の地図を作っていくというんですね。それから、松岡

正剛さんのほうは、井上ひさしが一般的に、戯曲を一本書くときに、四十冊か五十冊ぐら

い本を読んで、それらの本のマッピングをするんだっていうようなことを挙げていたんで

す。 
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齋藤孝さんも、共同でマッピングをしながら本について話し合う（177 頁）ということ

を紹介していたんですけども、一人で読む作業としても、こういうたくさんの本を読んで、

マッピングあるいは地図作りをするという、そういう知覚的なレイアウトや配置に、自分

の理解したものを結晶させるというのはとても面白いなあと。しかも、そういう意味で、

二人とも、井上ひさしのことを絶賛していたのがとても印象的でした。 

佐藤 私は、「方法としての読書」というのでしょうか。本はこう読まねばならないとか、

速読とか、そういったことばかりが重視されるけれども、もっと自由に、いろいろな読書

法があっていいじゃないかという、その「方法としての読書」ということを齋藤孝さんも、

松岡正剛さんも言っているなと思いました。しかも、松岡さんは広く一般的な範囲にまで

考えていて、そのフィールドはウェブに向ったり、「図書街」を造るという方向に行ったり

……。 

門倉 ウェブで展開している「千夜千冊」とかね。 

佐藤 ええ。「千夜千冊」もそうですけど、なんかこの図書街というのも面白そうだなと思

ったんですけど、どんどん広がっている感じ。 

 齋藤孝さんはやはり教育者だから、とにかく学校が基本になって、「読書力」というもの

をちゃんと身につけさせてあげないと、この松岡正剛の世界には行けないという感じで、

とにかく二人とも、読書を「生きる力」に直結させるために、どうやっていけばいいのか

ということを考えている。齋藤さんも最後のところに、「具体的に本の話をお互いにし合え

る文化的土壌を作りたい、そのために僕はこの本を書いた」（200頁）と書いてありました

けど、二人とも、この本を世に現したときの気持ちが共通する、それが一番大きな共通点

かなと。「読書というのは人を作る」ということを、二人とも言われている。それから、「本

を介して人とつながれるんだ」「本は決して一人で読むものじゃない」ということも、二人

とも言ってらっしゃる。 

門倉 そうですね。 

佐藤 これはすごく重要な共通点だなと思いました。 

門倉 「本は人との出入り」という言葉を、松岡さんの特徴として挙げたんだけど、齋藤

さんのほうも、目次の３章全部が「本を読むことはコミュニケーションだ」とある。その

点は、共通していますね。 

佐藤 あとやはり「本棚との親和性」「本棚はその人の世界観を表している」という考え方

とかでしょうか。とても重要と思ったのは「体験としての読書」。読書には、その本の中身

と全く別に、いつ読んだのか、どんな気分だったのか。松岡正剛さんなんて、着るものか

らペンまで、全部そうしたものによって置き換えられる。 

門倉 「明治の小説を読むときは必ずおせんべいを食べる」(127頁)とか（笑） 

佐藤 ええ。その道中がくっついてくると言っていたんだけど。齋藤孝さんも、「読書は、
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その読書をしていたときの時間とともにある」（97 頁）で、信州の高原のところで読んだ

とか、やはり本を介して、その空気も一緒に思い出すという。それは本と風景までつなが

る。人と人とではなくて、そのときの風景とか、時代感とか。 

門倉 そういうものも込められている。 

佐藤 そういうものも全部、時空をまたがっている。 

門倉 なるほど。 

佐藤 だから、時空をまたぐのが、たとえば、本の中で平安時代に戻るとか、そういうま

たぎ方だけでなくて、自分の個人内体験の時空もまたがっているところに注目している。

それがすごく面白かったですね。 

門倉 そうですね。自分史を語るときに、どの時代に、どの本にとても強く印象づけられ

たかというのが大きいんですよね。まさに、いつ、どこで、どんな心情のときに、この本

を読んで、どんな衝撃を受けたかと、そういうことが本に全部詰まっているのが面白い。 

 

本を薦め合う大切さ 

佐藤 あとは、やっぱり薦めることの大切さ。本を薦め合う大切さ。 

門倉 リコメンデーションですね。 

佐藤 ええ。三つのＲの最後のものですけど、齋藤さんはさっきも言ったように、「読書ト

レーナー」というタイトルで４ページにわたって本を薦める人の必要性について書いてい

ます（192～195 頁）。松岡さんも、自分からそういう師を選んで、親友とか、先生とか、

自分より絶対にいっぱい読んでるぞって思うような人のとこに行って薦めてもらえと言っ

ています。具体的に、今まで自分が誰に何を薦められたかまで書いていましたけど、やっ

ぱりこういうのはとても大事だなと。 

門倉 ええ。リーディング・ワークショップでは、「先生はよき読み手であれ」と言われま

すが、そういう考え方とつながっていると思うんですよね。読みの授業をするときは、教

える人も一生懸命に読んで、自分が何を面白く読んでいるかということを学び手の前に示

せる、そういうふうになるのがいいんだという、リーディング・ワークショップの考え方

です。 

松岡正剛さんも齋藤孝さんも、学校時代にいい読みの先生との出会いがあったと書いて

いるわけですね。やはり、先生がよい読み手であるということは大きいのかな。 

二通 さらに付け加えるとしたら、私はこの二つを読んで、本の物理的な姿の意義を、あ

らためて二人から教わった感じがするんですね。 

 私たちは日本語を教えていて、文章の一部分を本から切り離して教材として使っている

んですよね。そこだけを見て。でも二人は違う。齋藤さんは「本は背表紙が大事」といっ

て、本棚に並べたとき、そこから得るインスピレーションもある。さらに「本の並べ方も
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大事」で、本のネットワークということに注目している。松岡さんも、さっき出たように、

本どうしのネットワークというのをとても協調しているし、本棚というのは「知の配当図」

で、それは電子図書ではなく、本という物理的な存在が並んでいることで見えると言って

いる。その編集ということもそうですけれども、この形になっている本というのが大事な

んだと二人が言っているのではないかと思いました。出版社の人にとっては、嬉しいんじ

ゃないかな。 

もう一つ大事だと思う共通点は、音読と黙読の関係ということですね。齋藤孝さんは『声

に出して読みたい日本語』という本を流行らせたわけだけれども、彼は、音読とか身体性

をものすごく重視します。松岡正剛さんの本では、昔はみんな音読をしていたわけだけど、

音読から黙読に移ったときに何が生じたのか、とマクルーハンが探究していることを指摘

している。黙読するというのは、考えようによっては異様なことでもある。黙読によって、

何が人々の精神の中で変容するのか。そういうことは読書ということを考えるときには、

実は大きなテーマになるのかなと。 

 裏返して言えば、音読のよさというのを齋藤さんが再評価して、小さい子に本を読み聞

かせて、大きくなっても声を出して読むということが大事だと言い、黙読にないものを体

験するということの大切さを訴えている点も、共感できるんですね。 

（終了） 
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