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治療後のアンケートで。
置いてある本とBGMにお褒めの言葉を頂くのはうれしい
限りです。
ただ、診療までの待ち時間が少ないのでなかな
か読めないとのご意見がありました。
お時間に余裕があるときには治療前後にゆっくり読んで
いただければと思っております。展示されてない本もあり
ますのでお気軽にお声をかけてください。
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■ナショナルジオグラフィック4月号

K2

■貧しい国で女の子として生きるということ

オーストリア人女性登山家のゲルリンデ・カルテンブルン 短い文章なので、すぐ読み終えてしまう本なのですが、私は
ナーさんが、昨年世界第2の高峰K2に登頂した迫力の登頂 途中で胸が熱くなって読み進めなくなりました。日本に住ん
ルポです。
この記事は、H２４年６月26日、登山家 竹内洋岳 でいるとこのような現実を知ることは皆無なのでしょうが、改
さんがダウラギリ登頂に成功し、日本人として初めて世界で めてこのような現状を抱えている国が存在するということを
２９番目の8000M級14座制覇を成し遂げられ、その中の5
知ることが大切だと感じました。
座を彼女と一緒に登頂していたので、
とりあげました。
５分もあれば読めますので、
この本はぜひご一読ください。
このルポには美しい風景と共に足がすくみそうになる写真や
8000Mの登山の厳しさが伝わる文章が掲載されています。 ■タモリのTOKYO坂道美学入門
私は登山をしませんがその文章と写真からも命をかけた世 １冊の本になるほど坂道が多いということですよね。東京には
界であることがわかります。14座制覇が命をかけたすごい ３年半ほど住んでいましたし、講習会でも行く機会が多いの
偉業であることがエベレストの登山の歴史から読み取れます で坂が多いと感じていました。坂のお散歩ルートも掲載され
のでご紹介します。標高8000Mを超えると
「デスゾーン」
と ているので、時間の余裕があるときに散策しようと思いまし
呼ばれ、海面と比べて酸素濃度が1/3という過酷な環境にな た。
り、
どんなトレーニングを積んだとしても48時間以上は耐え
られないそうです。
また、平均温度氷点下27度、頂上では時
速320kmにもなるという風が吹く中では、あっという間に
体が凍りつきます。その結果、10人のうち1人を殺すといわ
れ、初登頂以来、216人が命をおとされています。
また、登山
ルートの周辺には回収できない150人の遺体が放置されて
おり、無言のままに自然の厳しさを語っています。
日本人登山家も同様で、竹内洋岳さん以外の日本人登山家
では、9座登頂を成功された４名のなかで近藤和美さん以外
の山田 昇さんはマッキンリーで、名塚秀二さんはヒマラヤで、
田辺治さんはダウラギリで登山中に遭難されています。
※この記事はナショナルジオグラフィック4月号P９２〜に掲載されています。
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■PLANETS

太陽系

惑星

眺めているだけで、
ワクワクする綺麗な写真、
グラフィック集
として見てしまうのは私だけでしょうか？私は系統の図鑑が大
好きなようです。
アマゾンは「ほしい物リスト」
にチェックする
と、何かの折にその本が映し出されます。それを何度も繰り
返されると何か理由を考えます。そして、罠にはまったと感じ
ながらも購入してしまいます。買ってまで見る本ではないと
思いますので、お越しの際はご覧ください。
ビックリするほど
綺麗です。
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時代はどんどん変わっていくものです。
CDなの？ 雑誌なの？ 巨大化した解説付きCD? 説明に困りますが、なんせCDと本が一体となった物です。
音楽も本もここちよく、そのうえ、妄想できれば旅行した気分になれるのでお得です。
ポール・マッカートニーがすでに７０歳の老人？になっていたとは、、でも、いい味だしています。

■KISSES ON THE BOTTOM / PaulMcCartney

■A Song For You / Søren Bebe Trio

何とジャズのコーナーに置かれていたポール・マッカート
ニーのCDです。古き良きアメリカのスタンダード・ソングの
カヴァーが中心なので、
ゆったりした雰囲気をかもし出してお
り、落ち着いて聞ける曲ばかりです。
なんと、あのクインシー・
ジョーンズが
「ポールがこのアルバムを作ってくれたことをと
ても嬉しく思う」
と言わせたそうです。
既にポールも70歳、ザ・ビートルズもデビュー50周年のよう
です。

CDジャケットのかっこよさと北欧のピアノ・トリオというだけ
で興味を引かれました。私の先入観かもしれませんが、北欧
の静かに澄んだ美しい風景のようなメロディーに感じました。
ピアノの音が美しいと感じる点が、私の大好きなキース・ジャ
レットをイメージしたのかもしれませんね。

■Couleur CAFE:BRAZIL

CDショップに「さあ、妄想の旅へ出かけよう」本が、、、
この
キャッチコピーで思わず購入してみました。BOOK+MUSIC
■Libera / Angel Voices 2012
と言われる本とCDがセットになった新たな試みのようです。
聞いているだけで安らます。。
リベラはイギリスのサウス・ロ 曲はマイケルジャクソン、
シンディ・ローパー、
スティービーワ
ンドンの聖歌隊をベースに7-18歳までの男子で構成されて ンダー、
ビートルズなどを有名どころのポップスを本場ブラジ
いる少年合唱団です。
まだ結成して３０年足らずだというの ルのボサノバ歌手がカバーしたもので、
ひたすら心地良いボ
に、
日本ではウィーン少年合唱団に次ぐ知名度になったのは、 サノバです。本にはブラジルの風景や日常生活の色鮮やかな
NHKの番組の主題歌で取り上げられてからのようです。 写真と文章が添えられています。確かにブラジルへ行ったよ
ボーイ・ソプラノ 、少年合唱団といえば５００年の歴史を誇 うな妄想にふけれるかも、、、
るウィーン少 年 合 唱 団が有名ですが、
リベラは低音部が存
在するため、変声後も合唱団に残ることができるようです。息
子が変声期なので、そんなところが気になったのかもしれま
せん。
8月から医院の

BGMにしています。

ご来院の際、お時間に余裕があるときに
ゆっくり読んだり、聞いたりして頂ければと思います。
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「いまどきの若者は」
私もさすがに中年といわれる世代になり、
「 いまどきの若者

私も含めた年配の世代の議論では、反論されると冷静にな

は」
と感じる世代間格差を改めて認識する機会が増えました。 れないことが多いのに、彼らが
「静かで冷静な激論」
を淡々と
一般的に
「いまどきの若者は」
に続く言葉は否定的な内容が

できるが、不思議でした。

多いようです。
しかし、私は「いまどきの若者」の卓越した能

私の分析としては、私の世代では頑張ってインターネット、

力を、
ＮＨＫの番組で
「新世代が説く日本のジレンマ」
という１

メール、
スマートフォン、
ソーシャルメディア
（ツイッター、
フェ

９７０年以降に生まれた若者の討論番組で感じました。内容

イスブック）
をなんとか使っていますが、
３０代までは携帯電

は社会の問題に対して各界の論者が議論する
「田原総一郎

話も使っていないアナログ人間でした。そのため、情報を得

の朝まで生テレビ」の若者版のような感じです。私はこの番

るのは、友人との会話、図書館、日常の雑誌や本を利用する

組の内容がかなり刺激的で面白く、納得してしまい、
「いまど

ため、多大な時間と労力を費やすことが常識でした。

きの若者は」の能力の凄さを感じるきっかけになりました。

ところが、今の若者の世代は子どもの頃から、欲する情報が
すぐに簡単に大量に得られることが常識です。
つまり、情報収

●感情的な議論にはならない

集より、それを取捨選択することが主な労力です。
しかも、

相手の話を無理に中断することや罵倒することが無い。その

メール、
ツイッター、
ブログ、
ＦＢなど自由に意見を言い合って

ため大声にはならなく淡々と冷静な議論になっている

顔の見えない相手から容易に反論されることにも慣れてい

●お互いに良いところは認め合っている

るのでしょう。
つまり、情報処理と分析能力、
コミュニケーショ

相手の優れている論理は認め、その内容や言葉を引用して

ン能力を子どもの頃から鍛えられ続けているのではないで

自らの考えを話している。

しょうか、
「いまどきの若者は」いつも携帯やコンピューター

●反論に対してその内容を理解し分析して対応している

ばかり触っていて、対面でのコミュニケーションはしてない

反論を最後まで冷静に聞き、その内容を理解し、良い点を認

のですが、違う方法でコミュニケーション能力を高め、優れた

めた上で、対立するのではなく、相手の意見を踏まえた、
より

情報の取捨選択能力を持っていると思いました。

良い新たな考えを再構築している。
（ここが凄い）
●問題点の議論中に解決方法まで含んでいる

25歳史上最年少で上場を果たした
「リブセンス」村上社長が

議論の中で
「ポジだし」
といわれていますが、問題提起する時 「60〜70代は逃げ切った世代 、40〜50代は逃げ切ろうと
には必ず解決策、対案を持っている。
もしくはそれを出そうと

必死な世代 、20〜30代は逃げ切れない世代」
と言われて

している。
（ダメだしの対義語）

います。確かに私の世代は心の奥底で、何とか逃げ切ろうと

●話しの展開が早く内容が濃い

思っているように感じます。

私にとっては話し方が早く論理展開が速く濃いので、一言一

日本の将来の担い手である
「いまどきの若者は」逃げないで

句を聞き逃さないようにしないと理解できません。

問題と正面から向き合って解決しなければならない世代で

（録画して繰り返し聞かないと理解できない）
●文言の解説が入る

す。でも、日本の将来を託せるだけの能力を持ちっていると
感じ、明るい未来が待っている感じた今日この頃でした。

専門用語や特徴的な文言は、議論の途中で解説が入るため
議論の内容を理解しやすい。
というより私はこれなしでは理
解できないです。
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