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団塊の世代――この言葉は、いまでこそ、
ごく日常的に使われるようになりましたが、
もともとは堺屋太一が 年に発表した小1976
説の題名（ 講談社）に由来『団塊の世代』
します。
当初「戦後っ児」と呼ばれていたこの世代

は、 年（昭和22年）から 年（昭1947 1949
和24年）までの 年間で約 万人という3 800
出生数の膨大さから 「日本社会の中で目に、
見えない『団塊』を構成し、数々の需要と流

」（ ） 。 、行を作った 前掲書 とされます そして
戦後日本の歩みと軌を一にしながら、いわば
現在のこの国の「かたち」を作り上げてきた
この世代も、いよいよ今年から 歳という60
人生の節目の時を迎え 「団塊シニア」とし、
て次のステップに進むことになります。

『団塊の世代』

（堺屋太一著 講談社

1976年）

『１９６８年』

（毎日新聞社編刊

1998年）

そこで今回の特集では昭和 年代（１９40
６５－１９７４）に焦点を絞り、当館所蔵の
さまざまな資料を中心に、この世代にとって
も、戦後の日本にとっても若々しく大きな可
能性を秘めていたこの時代をふりかえってみ

）ましょう。 （2面につづく

・ 特集）プレイバック１９６５－１９７４・・・・・・・１・２・３面（

・湖国の本棚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４面ＩＮＤＥＸ
・郷土資料紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４面

図書館の催し

おはなし会■
４月１８日（水 ・５月１６日（水））
午前１１時と午後３時の２回
１階 談話室にて

子ども読書の日記念■
「本がいっぱい たのしさいっぱい」展
「石井桃子さん100さいおめでとう！」展
4月２０日（金）～５月１３日（日）

１階 児童室にて

資料の展示■
2時事ニュースや季節に即したテーマで、

週間ごとに展示替えを行っています。
２階 一般資料室にて
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㈱日本通信教育連盟 年（平成 年） 月 日「団塊サラリーマンの意識調査」による。*1 2006 18 3 16
ビートたけし著 講談社 年 。*2 『真説「たけし！ （」』 1999 ）

1984『作家インタビュー・コレクション 五人十色』（村上春樹ほか著 フィクションインク
年 。）

（柳井正著 新潮社 年 。『 勝 敗1 9 』 2003 ）

Ｉｎ Ｍｙ Ｌｉｆｅ
「思い出の場所の数々……（略）／無くなった
もの、残ってるもの／どの場所にも思い出があ
る （ 岩谷宏訳」『 ）ビートルズ詩集（第 版 』5
シンコーミュージック 年 。1985 ）

世界の音楽シーン
を劇的に変えたこの
グループをリアルタ
イムで聴き、誰より
も先に評価し、そし
て影響を受けた世代
――それゆえに、こ
の世代の多くのひと
がビートルズ世代を
自称する、という調
査結果があります 。

*1

そして、ビートルズがそうであったように、こ
の世代は社会にでた後、既成概念を打ち破る様
々な活動を展開しました。
たとえば、先の調査では同世代の代表として
1 1947第 位に挙げられたビートたけし 北野武（

年生 、昨年ノーベル文学賞の候補に挙げられ）
た村上春樹（ 年生 、あるいは山口県内の1949 ）
一商店にすぎなかった服飾店を全国ブランドの

（ ） 、ユニクロに成長させた柳井正 年生 等1949
この世代に属する著名人がふりかえる時代の証
言 に耳を傾けると、その心の奥には＜戦後＞

*2

という思い出の場所が心に刻まれており、大量
消費社会の大衆文化（サブカルチャー）に代表
される、新しい戦後的価値を体現している世代
であることがわかります。

雑誌がうつす時代の顔
雑誌が時代の鏡であるなら

ば、そこに映し出されたのは、
これまでとまったく違う感性
と価値観の表れでした。たと
えば （マ『平凡パンチの時代』
ガジンハウス編刊 年 、1996 ）

（赤木洋『 アンアン」「 』1970
『 話一著 平凡社 年2007 ）、「

（矢崎泰久著 新潮社の特集」と仲間たち』
年）等、当時の最先端を疾走した雑誌づ2005

くりに携わった関係者による回顧録には、価値
転換の時代がはらむ熱気が伝わってきます。
また、男性におしゃれという概念が希薄だっ
た時代にアイビーという「ライフスタイルへの

ＶＡＮス革命的マニフェストを打ち出した （」『
）トーリーズ』 宇田川悟著 集英社 年2006

とされる石津謙介は、当時創刊されたばかりの
「 」 、雑誌 平凡パンチ を中心に熱烈な支持を受け

「ファッションの神様」と呼ばれました。
血他にも 文芸誌、 『

復刻版 澁と薔薇（ ）（』
澤龍彦編 白順社

年）や、若い女2003
性向けファッション

『ａｎ－雑誌の先駆
のａｎ（アンアン 』）

アート・ディレクシ
『ぐるョンを担当し、

んぱのようちえん』
（西内みなみ作 福音館書店 年）など1966
絵本画家としても活躍した堀内誠一の存在は語

『雑誌づくりの決定的瞬間り草となっており、
（ ）堀内誠一の仕事』マガジンハウス 年1998

のページをめくると、洗練されたデザイン感覚
の新しさに今も目を奪われます。
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高度経済成長の光と影
たとえば「愛のスカイライン」という一世を
風靡した自動車会社のキャッチコピーをおぼえ

1964 39ている方も多いでしょう。 年（昭和
年） 月 日の第 回日本グランプリが鈴鹿で5 3 2
開催された時、ファミリーセダン型の国産車が
周目のヘアピン・カーブであのポルシェを抜7

スカイラインに賭けき去った「感動の一瞬 （」『
碇義朗著 旺文社 年）は、た男たち』 1982

いまに続くその後のスカイライン伝説の始まり
でもあり、また日本における本格的なモータリ
ゼーションの幕開けを飾る象徴的な事件でし
た。

『自動車絶その一方で、
（鎌田慧著 講談望工場』

社 年）では、著者1973
自らが実際に季節工とな
って働くことで自動車製

、造の下請け現場に肉迫し
いまでいうフリーターの
使い捨てによるコスト削
減という産業構造上の問

題点がするどく抉られています。

フィクションとノンフィクションの間に
1965年（昭和40年）は、アメリカ軍が北ベトナ

ム爆撃（北爆）を開始し、ベトナム戦争がいよいよ

本格化した年です。緊迫した国際情勢のなか、

日本でも、そのフォト・イメージの鮮烈さから「第２

の（ロバート・）キャパ」と「LIFE」誌に賞賛された

『南ヴェトナム戦争報道写真家・岡村昭彦による

（岩波書店）従軍記』

や、小説家・開高健が

単身戦場に乗 り込

み、死の危険に直面

しながら書き上げた渾

身のルポルタージュ

（朝日『ベトナム戦記』

新聞社）が、戦争とい

う圧倒的な現実に迫り

ます。

またこの時期は、の
ちに「近代の喘ぎが聞
こえ始めた年であっ
た （ 毎」『1968 年』

1998日新聞社編刊
） 、年 と書かれたように

これまでは見えてこな
かった社会の病巣がク
ローズアップされま
す。水俣病患者が当時
おかれていた過酷な状

況を告発した 石牟礼道子著 講『苦海浄土』(
談社 年 や、認知症や介護といった老人1969 )
問題をいち早くとりあげた 有吉『恍惚の人』(
佐和子著 新潮社 年 などが 「昭和元1972 ) 、
禄」と称され空前の経済的繁栄を享受するこの
国の裏側にするどいメスを入れました。

あの時代と「いま」をつなぐもの
いかがでしょうか。戦後日本のいわば青春時
代をふりかえると、現在との相違点や類似点が
浮き彫りになるようです。新しい次の時代を切
り開くには、これまで培われた経験と蓄積が大
きな財産となることと思います。人生の実りの
秋を迎えている団塊の世代の方々にとって、当
時のことは消えることのない美しい季節の１コ
マでもあるのではないでしょうか。



の1965～1974
（第1位）ベストセラーズベストセラーズ

『日本の歴史』１～１０1965
井上光貞ほか著 中央公論社(昭和40年）

『氷点』1966
三浦綾子著 朝日新聞社（昭和41年）

『頭の体操』第１集1967
多湖輝著 光文社（昭和42年）

『どくとるマンボウ青春記』1968
北杜夫著 中央公論社（昭和43年）

『天と地と』1969
海音寺潮五郎著 朝日新聞社（昭和44年）

『冠婚葬祭入門』1970
塩月弥栄子著 光文社（昭和45年）

『日本人とユダヤ人』1971
Ｉ．ベンダサン著 山本書店（昭和46年）

『恍惚の人』1972
有吉佐和子（昭和47年）

著 新潮社

『日本沈没』 上1973
・下

小松左京著 光（昭和48年）

文社

『かもめのジョナサン』1974
Ｒ・バック著 新潮社（昭和49年）

※『出版データブック1945－2000』

（出版ニュース社編刊 2002年）による。

今月の

ブックまーく

＜ベストセラーとメディアミックス＞＜ベストセラーとメディアミックス＞
戦後のベストセラーの傾向として、歴史に対
する関心が挙げられます。 年のベストセ1965
ラー第 位は 全 巻となって1 10『日本の歴史』
おり 『戦後日本の大衆心理 （辻村明著 東京、 』
大学出版会 年）によれば「 年代の高1981 60

、 、度成長によって 再び日本人が自信をとり戻し
日本人の位置づけを歴史のうちに探る傾向がで
てきた」と分析されています。その一方で、日
本の「伝統的な仕来りを知らなくなった人たち

、 」が増えてきたので その要望にこたえる実用書
『冠婚葬祭入（前掲書）として、 年には1970

がその年のトップにたっています。門』
、 、歴史小説でいえば 年の も1969 『 』天と地と

テレビドラマ化されたとたん爆発的に売れまし
1966 1973た このような現象は 年の。 、 、『 』氷点

年の にも当てはまり いわゆる 純『 』日本沈没 、 「
愛もの」である （河野実『愛と死を見つめて』

『ラ・大島みち子著 大和書房 年）や1963 、
（映画化名『ある愛の詩』エブ・ストーリィ』

華リック・シーガル著 角川書店 年1971 ）、『
（山崎豊子著 新潮社 年）麗なる一族』 1973

といった作品も当時、映画やテレビドラマとな
り、それによってまた原作の本が手にとられる

、 、という いまでいうメディアミックスによって
たいへんな評判となりました。
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ＦＬＡＳＨ☆ふらっシュ

■今月のデジタルアルバム帖

「湖国の医家
彦根藩医河村家旧蔵書展」
先月、当館の談話室で開催されまし

た「湖国の医家」展は、ご覧いただけ
たでしょうか。幕末から明治にかけて
河村家で収集された貴重な医学書の数
々を眺めていると、古来より続く人間
の身体についての思索の奥深さに引き

。込まれました

「ケーブルカーに乗って４月

春の比叡山へ」
比叡山延暦寺は、 年（平成 年）1994 6
「 古都京都の文化財」のひとつとしてユ

ネ ス コ の 世 界 文 化 遺 産 に 登 録 さ れ ま し

た 。そんな比叡山にはもうひとつの顔が

あ ります。豊かな自然に恵まれ、素晴ら

し いパノラマを楽しむことができる身近

な ハイキングスポットなのです。ケーブ

ル カー等を利用すれば、老若男女を問わ

と ができます。今回は、そのような比叡

山 とその周辺を、各種の絵葉書や鳥瞰図

で紹介する予定です。

湖国の本棚

『いのちの食味
―三井寺の
おそうざい精進料理』

福家俊明・慶子著
戎光祥出版

2006.11

「近江八幡と蒲生郡の物産を５月

たずねて （仮題）」

近江八幡は 「近江蚊帳」と呼ばれる蚊、

帳を生んだ城下町です。この近江八幡市

と蒲生郡周辺の明治期の物産のいくつか

をご紹介する予定です。

精進料理は魚や肉を一切使わない野
菜や穀物が中心の料理です。したがっ
、 。て 旬のものが食材の中心となります
三井寺のご住職である福家俊明さん
の妻・慶子さんの手による三井寺伝統

、 、の精進料理の数々は 見た目も麗しく
季節感に溢れています。
本書では、各料理のレシピはもちろ
ん、料理にまつわる逸話も紹介されて
いて、精進料理への理解を深めること
ができます。とりわけ、ご住職による
「三井寺精進料理のいろは」は、私た
「 」 、ちが 食事をする ということの意味

重要性について、あらためて考えさせ
てくれます。



郷 土 資 料 紹 介
平 成 1 9 年 （ 2 0 0 7 年 ） １ 月 ～ ２ 月 購 入 ・ 寄 贈 分

●国宝御上神社本殿ほか三棟（重要文化財拝殿
・楼門・摂社若宮神社本殿）保存修理工事報
告書
滋賀県教育委員会文化財保護課 滋賀県教育
委員会 年2006

●伝教大師と日本の心
村田昇著 サンライズ出版 年2006

●戦国期室町幕府と在地領主
西島太郎著 八木書店 年2006

●戦争の日本史 １３ 信長の天下布武への道
谷口克広著 吉川弘文館 年2006

●街道ぶらり散歩 水郷－長命寺道
近江八幡市立資料館編刊 年2006

●たねやのあんこ 二世経営者に捧げる一〇〇
の小言
山本徳次著 毎日新聞社 年2007

●あしたにいっぽ 重症心身障害者二人の子育
て
川瀬とし江著 文理閣 年2006

●ドラマとしての住民運動 社会学者がみた栗
東産廃処分場問題
早川洋行著 社会評論社 年2007

●安土・八幡の文化的景観保存活用事業報告書
安土・八幡の文化的景観保存活用委員会編刊

年2006
●ひこねのよいにゃんこのおはなし

2007もへろんぶん・え サンライズ出版
年●水辺のささやき みずの森のいのちたち
木村尚達写真 草津市立水生植物公園みずの
森編刊 年2006

●大名家の甲冑 三百諸侯に受け継がれた武家
のダンディズム
笠原采女ほか執筆 学習研究社 年2007

●キルシュの焼き菓子 藪紅美子歌集
藪紅美子著 青磁社 年2007

●近江やきものがたり
滋賀県立陶芸の森編 京都新聞出版センター

年2007
●野洲スタイル
山本佳司著 角川書店 年2006


