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Book Review
断る力 勝間和代
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人への思いやりについてと
傲慢な高圧的な扱いについて
時には陰湿なことをも含むについて、
ある意味ですっきりと
できました。
人を動かすというか、
もしかすると日本的な組織のなかでのこと
について、そういうことを少し悩んで
いたこともあり、
この本をちょうどいい
タイミングで読めたと思います。
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本人の届かないところで愚痴や陰口をいい
憂さを晴らす、また上に表面的には従順で
下にはひどい当たり方をする人も多いと
思います。
自分自身の「軸」がない、確立していず
そういう人は相手を相手として見れず
尊重できなく、この本の題名のように
「断る力」もない。
本人は私だけが正しく悪いのはあなたと思い、
そういうメッセージを小さいころからメディアを
通じて学習し、そのような同じ思考パターン
の人に囲まれ、身につけてしまい、必要以上に
相手の努力も認められないまま、相手との
立場や認識の違いも分からず、
対等な自己主張もできず、理解し合えません。
自分がそういった時間を配分してもいないのに、
他人が得意なことをうらやましがってもしょうがない
ということでした。
「悪意」の奥底にあるバックグラウンドを理解して
個別具体的に問題を分析することで対応できます。
断る、ということと、自分にない軸の人から学ぶ
ということは両方大切ですが、
ある意味他の分野の優れた人から
学ぶことは、自分が軸としているものを
根本から疑うことも付きまとうので、
創造的提案ももしかすると破壊的なものも
真剣に考えざるを得ないように思います。
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パーフェクト・ブルー
宮部みゆき
人間は計算された危険率の一つ、リスク
でしかなかったと。この被害者が加害者と
なってしまうことに対しての正義感というか
自分の苦しみを人に与えなくないという
気持ちで行動に移したことで、みんなは
死ななかったと思います。
会社側も肝心の箇所を探偵事務所側は
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まだ知らなかったのに、恐れ、
早合点して襲う。
そのことで逆に掴まれ解決？するというところ、
展開が見事にできています。

輝いていた克彦はスターピッチャーであり
ただのリスクとして、だれでもいい人間として
ではないのですが、その能力が自分本来のもの
ではないと疑われる危機を隠すためというところから
その影（人をリスクとして扱ったところの）により、
悲劇へつながっていってしまう。
他の子供たちが、同じような目に合わないように
という配慮を考え、事件を明るみに出して
正義を追求しようというのではないところに
もしかすると日本的側面があるのかもしれません。
もっとも、父親や山瀬が会社を恐れたのに
宗田と名乗るものが一人で会社をも脅すことは
ある意味、正義とは別として、勇気あることで
あると感じます。
本書の車の事故で訴えてもどうしょもないところから
日本では、法的手段で正義が追求できない、というので
強請りで（お金を）儲けるのではないかと。
エリン・ブロコビッチのように訴訟によって、
一般市民も弁護士も（お金を）勝ち取れる仕組みが
確立されていたならば、ちょっと飛んで
今回の悲劇も起こらなかったとも言えませんか。
宮部みゆきさんは法律事務所に勤務されていたので、
その辺りのことも、また読んでみたいです。
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Freefall
Joseph E. Stiglitz

金融業界が救済・支援を求めているということであれば、
その援助に規制をセットにするとか、条件として銀行などに
経営者を送り込むなどすることで金融システムの基盤を
改革するチャンスではないかと言うのが私の意見です。
送られた経営者なら外部のしかるところで給料額も
決められ、彼よりも社内の人の給料水準を低くすること
は出来ると思います。
（この本に書いてある場合や今回の場合）
監督官には、多数はである自由主義的な経営学者がなると
規制緩和を推進して、さらに今回の問題になっている
セキュリティゼーションを規制するどころか拡大する可能性
があるので、ケインジリアン的な人や利害関係のない
非営利組織やオンブズマンなど、本文中にもこのような
ことが述べられていたが、をするのがいい。
ただ、例えば大学の教授などの場合でも、救済される側
に都合がいい人が選ばれる可能性の方が高いといえるので、
今回のメルトダウンの原因となった、または支援した
（りそこから見返りを得ていた）専門家を（筆者の身内
であっても）きちんと対処することを行う
プロセスをとれれば、そのプロセスを通じて反対意見で
ある人が監視する立場に付き、金融界の高金利で高利益
を稼ごうという向こう見ずな行いを規制することが出きると
思います。

2012/10/02 15:44

Book Review

3/7

http://www.melotone.net/book_review/

（現在本を読んで該当箇所を訳している訳でないので
文が正確という訳ではないが）
今回のメルトダウンによって生じた損害の費用を受け入れても、
その根底の金融システムを分析、改革をし、これから先に
同じような危機が起こらないようにしていこうという
姿勢に共感を覚えました。
現在のウォール街がこのバブルのころの仕組みを変えず
、問題を先延ばしにして、リスクの結果をタックスペイヤー
に転嫁するだけでないのか（私はアメリカ人でないので）
よく分からないが、もしそうなら、社会や人々の信用を
大きく傷つけ、経済活動にも悪影響を及ぼすなど
大変なことです。
需要と供給のインバランスで、いままで私は需要が足りない
のではないかと思っていたのですが、経済発展する途上国
においても富は一部の上部に集まり、一般の人は貧しい生活を
しているので、その人々の所に需要があるということを
知ることができました。その安い労働力で輸出品を作り、
稼いだお金は企業にたまり外貨準備や投資に回しているので、
賃金を増やし、内需を拡大することで外国の製品も買い、
貿易不均衡の是正や、先進国の緊縮財政による消費の縮小を補う
（途上国での）消費の拡大を行えます。

To Kill a Mockingbird
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To Kill a Mockingbird
Harper Lee

兄のJemは一命はとりとめたものの、
13歳になろうかという時に腕をひどく
けがしてしまった。私(Jean Louise(Scout))が
Ewellsが初めの原因になってると主張すると
JemはDill(子供の時に結婚を約束した人）が
Radley Placeに閉じこもって住む Booを出て
こさせようと(最後まで出てこないのか？)する
考えを持たせた夏がはじまりだという。
(Jemが広い見方をすればそうではなく、、、と私は言うが、
父は両方正しいという）

父のAtticusがレイプ犯とされるTomを弁護すること
になる。たとえ無実でも白人相手に黒人を弁護するという
正しくてもだれもやりたがらない仕事をする。Tomは2審の
直前に、、、
物語を通してのJean Louiseの成長が描かれている。

Girl with a Pearl Earring
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Girl with a Pearl Earring
Tracy Chevalier

タイル・ペインターの父はかまの爆発により
命はとりとめたものの、視力を失い、商いも
出来なくなってしまった。
Grietは一家を支えるため、子だくさんの画家の
Vermeerと妻のCatharinaの所へ奉公に出されること
になった。
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妹のAgnesは疫病で死んでしまい
見習いに出されていた弟のFransは後にいなくなって
しまう。両親が頼ることができるのはGrietだけ。
Grietは肉屋のハンサムなPieter the sonに恋心を
抱かれるが、Grietの本当に好きな人は？
家事だけでなくVermeerの絵の具を作ることを手伝う
ようになったGrietだが、Vermeerのパトロンで金持ちの
van Rujivenが目を付けるが。

「Girl with a Pearl Earring」 の絵がVermeerによって
描かれた過程が、小説としてうまく描かれている。

Deception Point
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Deception Point
Dan Brown
Rachelの父であるSenator Sedgewick Sextonは
支持率の伸び悩む大統領Zach Herneyの対立候補
として浮上する。Senator Sextonはパーソナル
アシスタンスであるGabrielle Asheの助言を
取り入れ、予算を浪費し失敗続きのNASAを非難し
さらに支持を伸ばす。

政府の組織NROで働くRachel Sextonは
初めて大統領に会い、命により北極圏に飛ぶ。
彼女がそこで目にしたものとは？
それはただの発見というだけでなく、
微生物の最初の種を地球にもたらしたというものであった。

大統領のシニアアドバイザーMarjorie Tenchに
呼び出されたGabrielle AsheはSenator Sextonへの
民間宇宙産業からの献金の証拠やSenatorとの１度
限りの情事の写真を見せられるが。

Playing for Pizza
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Playing for Pizza
John Grisham
AFC タイトルゲーム（チャンピオンシップ）
のブロンコス戦、ホームのブラウンズは
第1コーターのスターターのナグルの膝の故障で
代わっていたクォーターバックのベン・マルーン
がレイトヒットで運びだされた。
ブラウンズは残り１１分で１７点リードしていた。
３コーターを終えて８１ヤードしかブロンコス
オフェンスに許さず、ファーストダウンは３つ
だけだった。（ので）誰も心配していなかった。

３番目の控えクォーターバックのRick Dockeryが
サードダウン１２ヤードで代わり、
投げたパスは敵の所へ行ってしまい
４０ヤードを戻しエンドゾーンへ。
残り６分で、投げたパスは高く、ホワイトジャージが
取り、走りきり１７ー１４。
ブロンコスのパントから残り時間の４分を使ったが
ミッドフィールドで止まってしまいサードダウン１０
で残り４０秒。Rickが投げたパスはターゲットにピタリと
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向かったがちょっと強すぎレシーバーの胸で弾んでしまい、
取られ、プロミストランドまで走られてしまう。
（そのプレイでRickはサンドイッチにされてしまい病院へ）

放出されたRickには当然どこのチームからのオファーもなく
代理人のArnieにきたパルマ・パンサーズからの話でイタリアへ。

The Law of Similars
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The Law of Similars
Chris Bohjalian

妻のElizabethが交通事故で死んで以来、
ステート・アトーニーのLelandと娘のAbbyは
二人で暮らしている。
体調がすぐれないLelandはホメオパスの
Carissaの所へ行くが、、、
(Richard),Jennifer,(夫)妻と私的、公的な立場の
狭間でどうするのか。

The remedy you're about to receive begins wiht substance a natural substance - that might cause symptoms in a
completely healthy person, but will cure those symptoms
in someone who's ill
あなたが受けようとしている治療はまず薬から、
天然の物質からで、それは健康な人には症状を引き起こすが、
その病気の人の症状を治す。
Right. I'm treating you. Your system. There's something
going on in your body that's making it perfect environment
for the virus inside you to live. My goal tonight is to
give you a remedy that will replicate your symptoms and
restore your body's natural ecology. This way, your body
can heal itself.
そうです。あなたを治療してる。あなたの体のコンディションを。
あなたの体の中に引き起こすものがあり、
それは体内のウイルスが生きるのに理想的な環境にする。
私の今夜の目的は、あなたに薬を与え、あなたの症状を（複製）
増殖し、体の自然な内的関係を取り戻すこと。このようにして
あなたの体自体が癒す。

The Pelican Brief
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The Pelican Brief
John Grisham

ペリカンはヒーローになった。
30年、DDTや他の殺虫剤に徐々に深刻に汚染され
ルイジアナブラウンペリカンは絶滅のほとんど瀬戸際まで
追い込まれた。もう遅すぎるぐらいで、絶滅危惧種の１つ
に指定され、十分に質の高い高価な保護がなされた。
グリーンファンドはその威厳ある鳥と捕まえ
国中の６人の専門家に、彼らの代表として証言するように
（協力するよう）説得した。
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最高裁判官のRosenbergが自宅で、
判事のJensenがゲイバー（映画館）で
プロの殺し屋のKhamelに殺された。
何の痕跡も残されておらず、
過去に担当した裁判などから一見、
この２人の殺人には関連がないように
思われた。
Darbyは図書館にこもり調べて書き上げた
Pelican Briefが
ホワイトハウスに渡される。
このBriefは最初、よくできた文書でフィクションで、
大統領の再選等に影響すると思われ、
命を狙われることになっていくのだが、
この文書は真実をついているというようになっていく。

Holes
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Holes
Louis Sachar

保安官を撃ち殺し、
口紅を注意深く薄く塗り直し保安官にキスした
Kissin' Kate Barlowによって、
Stanleyの曾祖父はストックマーケットで築きあげた
全財産を奪われ
彼の一族は"呪い"につきまとわれている?
と信じてしまう。（、Stanleyや彼の父がうまく行かなくなると、）
野球選手のClyde Livingstoneのスニーカーを盗んだ罪に問われ
Stanleyは、バットボーイのキャンプである、
以前はTexas州一大きい湖だったCamp Green Lakeに送られた。
不良少年に毎日、炎天下で穴を掘らせると
善良になると人々は考えた（考える人もいた）。

Stanley曾々祖父のElyaが
Myraの15の誕生日まで、若い豚を毎日運び小川の水を
飲ませ、歌を歌ってあげる。
(Myraを得るために)Maraの父に豚をあげたら、
私(Madame Zeroni)を山の上まで運んで水を飲ませ、に歌を歌って
あげるという約束をした。
Myraの誕生日に豚の匂いで会うのがやだったので、その日は運ばず、
（なかったので）豚の重さも同じだった。
Elyaは"呪い"を恐れなかったし、そんなのナンセンスと考えたが、
Zeroniが死ぬ前に小川の水を飲みたかったのに悪いことをしたと感じたが
アメリカへ渡った。

#子供向け（何歳向けかは知りませんが、）なので
#文章は簡単です。
#英語の文章はちょっとという人
#読んでみては
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