
      トクヴィル— 

     現代へのまなざし 

       富永 茂樹【著】 

     デモクラシーがもた 

     らす政治と社会の変 

     容に透徹したまなざし

を向けたフランスの思想家トクヴ

ィル（１８０５−５９）。彼は、その

変化の本質に何を見、人間の未来を

どう考えたのだろうか。現代に生き 

るその思想を丹念に読み解く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書貸出数 第３次集約 ２１８７冊 ９月２４日現在 
 1組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 合計 

１年 72 143 48 54 93 63 ４７３ 

２年 63 124 58 51 48 92 ４３６ 

３年 237 284 112 290 170 185 1278 

信じられないような猛暑も、あっという間に涼しくなりました。朝、猫

の散歩に出掛けるときに尐し肌寒い感じです。とうとう来たか、読書の秋。

スポーツの秋ともいいましたっけ？ 食欲の秋は、私には関係ありません。

う～ん、読書とスポーツだ！！ついでに勉強もしちゃいますか？ と、こ

んな冗談をいってる場合じゃないですよね、受験生は。試験の日が結構迫

ってきているように思う人もいるかもしれませんが、迫ってはきています

が、計画的に勉強すればまだまだやれることは、たくさんあります。ガン

バッ!! Good Luck!! 

１・２年生のみなさんは、読書の秋ですよ。面白い本を探しに図書館に

来てください。待ってま～す。    （図書部 沖） 

 

カランコロン漂泊記— 

ゲゲゲの先生大いに語る 

  水木 しげる【著】 

エッセイ＋ショートコミックで、水木しげる氏が人生で

出会った信じられない出来事、忘れがたい人々を振り返

ります。のんびりとマイペースで、こ 

の上なくドラマティック！その見事な 

半生を一望できます！ 

 

英検の問題集をかな

りの数入れました。

図書館で問題集を借

りて試験に挑戦して

みてください。 

10 リットルの足枷 

体育大会、と言えば私は中学の頃 3 年間同じ競技に出続けてい 

ました。その名も、ポリタンクリレー…。え？知らない？なら、 

教えましょう。10Ｌの水を入れたポリタンクを 50ｍ 

ずつリレーしていく競技です。10Ｌもあるもんだか 

ら、重くて速く走れない…！そこがミソです。10Ｌ 

という足枷は…そう、言い訳になるのです。これは、 

ほぼ捨て駒のような競技で、大体足の遅い子が集め 

られます。運動神経０に等しい私はこれ専門。ある種、 

救いの競技でした。しかし、もう二度とポリタンクリレーなんかや

りたくはないです。北高になくてある意味、ほっ。（ＰＮ すてあ） 

体体育育大大会会のの思思いい出出     先生の叱咤に涙!! 

 誮でも一度は体験する組体操。体格で

場所が決まるなんて、なんて差別だ!? 

残念ながら自分は常に一番下でした。 

下。辛かったです。砂にまじった小石 

にいじめられ、砂ぼこりに苦しめられ、 

先生の叱咤に涙した。上からの「揺れ 

てるよ！」に、何度、「だって重いん 

だよ！」と思ったことか。決して口に 

は出せません。何度か落ちかけた子を 

   ミラクルキャッチ！なんてこと 

     もありました。顔に手をつ 

     かれてかなり痛かったのは 

     秘密。皆さんは、上？ 

     それとも下？（ＰＮ 本棚） 

   

３年にとっては、最後の体育大会 頑張れ!! 

昨年の体育大会は、直前に台風１３号がやってきて、予行演習もで

きず、当日も天気が悪くその上寒くて、大会が開けるかどうか微妙

で、最後まで担当の先生方を悩ませていた。予行なしのぶっつけ本

番でしたが、見事にやりきった。特に３年生は気合が入っていた。 

今年は、９月に入っても猛暑続きで、担当の先生たちを悩ませた。

急に涼しくなったけど、今度は結構雨も降り、当日がどんな天気に

なるか心配でした。が、予報では天気に問題なさそうです。 

１年には初めての体育大会、３年はこれが最後です。 

頑張りましょう。            （PN 沖） 

         缶ポックリ 

       体育大会の思い出といえば、何といっても缶ポ 

      ックリだ。まさに貧しくておもちゃを買ってもら 

   えない子供の涙ぐましい努力の賜物。泣ける。まぁ私は

ローラーブレードも持ってたけどね！ 

缶ポックリは奥が深い。あまりに慎重に行くと進まな

いし、急ぐとバランスを崩してうっかり鼻血ブーなんてこ 

とになりかねないのだ。中学の時の「缶ポックリ１位と名誉の

鼻血」写真は、いまだに私の中の武勇伝。うーん、青春！ 

（ＰＮ チョキ） 

プラチナデータ 

  東野 圭吾【著】 

確信は疑念に、追う者は追われる

者に。すべての謎は、ＤＮＡが解

決する。信じられるのは、科学か、

自分自身か…。数々の名作を生み

出してきた著者が、究極の謎「人

間の心」に迫る。 

世界の国１位と最下位— 

国際情勢の基礎を知ろう 

  眞 淳平【著】 

世界で最も人口が尐ない国はどこ？

最も食料自給率が高い国は…。世界の

大国と小国とを対比させながら学ぶ、

ユニークな国際政治・経済入門。 

回廊亭殺人事件 

  東野 圭吾【著】 

一代で財を成した一ケ原高顕

が死んだ。妻子を持たない高顕

の莫大な財産の相続にあたり、

彼の遺言状が一族の前で公開 

されることになった。 

公開場所は旅館“回廊亭”。 

空想科学読本〈8〉 

  柳田 理科雄【著】 

漫画やアニメを見ていると、「あれっ？」と思う瞬間がある。 

いま为人公は、さり気なく科学を超えた行為をしなかったか―！？ 

どうか本書によって、かつての自分の疑問に再会してもらいたい。 

 

母—オモニ 

  姜 尚中【著】 

穏やかな老後を迎え、そう一人ごち

ていた母。しかし十六の春、婚約者

を頼って植民地だった朝鮮半島から 

単身日本に渡った母の人生には、底知れ

ぬ苦難が秘められていた。 

「在日」として生きてきた親子二代の軌

跡を辿り、母とは、そして家族とは何か

をストレートに問う、感動の一冊。 

グランドツアー— 

１８世紀イタリアへの旅 

  岡田 温司【著】 

折しもポンペイ遺跡発見の世

紀、ヨーロッパじゅうの知識

人や芸術家たちが、こぞって

馬車にゆられてアルプスを越

え、イタリア半島を目指した。

そこで彼らを魅了した、人、

自然、遺跡、芸 

術とは？ 編集：２年編集委員 Ｙ．Ｙ 



 

 

 

知的財産法入門 

  小泉 直樹【著】 

テクノロジーからブランド、デザイン、エンタテイメント

まで、身近にあふれる知的財産。これを守り、活用するた

め、法律の全体像と仕組みを平易な言葉でわかりやすく解

説する。特許法、商標法、意匠法、そして著作権法まで。 

あんじゅう—三島屋変調百物語事続 

  宮部 みゆき【著】 

さあ、おはなしを続けましょう。三島屋の行儀見習

い、おちかのもとにやってくるお客さまは、みんな

胸の内に「丌思議」をしまっているのです。ほっこ

り温かく、ちょっと奇妙で、ぞおっと怖い、百物語

のはじまり、はじまり。 

黄蝶舞う 

  浅倉 卓弥【著】 

頼朝・頼家・実朝の三将軍をはじめ、源家の貴人

たちの死は歴史の暗いベールに覆われている。著

者は史実を丹念に踏まえながら、独自のミステリ

アスな物語世界を織り上げていく。 

ミス・ダイヤモンドとセーラー服— 

エリザベス・リーその人と時代 

  古川 照美【編】 

近代日本の女子教育に情熱をそそぎ、福岡女学

院第九代校長として学院の発展の基盤を固め、

日本で最も早くセーラー服を採用したアメリ

カ人女性宣教師。 

難民探偵 

  西尾 維新【著】 

ネットカフェ在住の元警視庁

警視・根深陽義、就職浪人・窓

居証子、人気小説家・窓居京樹

が京都で発生した殺人事件の

謎に挑む。怪心の新・ 

スイリ（推理）小説。 

バイバイ、ブラックバード 

  伊坂 幸太郎【著】 

太宰治の未完の絶筆「グッド・バイ」から想像を膨

らませて創った、まったく新しい物語。 

１話が５０人だけのために書かれた「ゆうびん小

説」が、いまあなたのもとに。 

偶然とは何か—その積極的意味 

  竹内 啓【著】 

避けることができない偶然に、人はど

う対処すべきか。確率論で偶然が制御

できるか、大数の法則は普遍的か、歴

史や生物進化における偶然の役割と

は、丌運は自己責任か。偶然と必然を

考えると、偶然の積極的な意味が見え

てくる。 

ペンギンハイウェイ 

  森見 登美彦【著】 

 小学四年生のぼくが住む郊外の 

町に突然ペンギンたちが現れた。この事件に歯科

医院のお姉さんの丌思議な力が関わっていること

を知ったぼくは、その謎を研究することにした。

未知と出会うことの驚きに満ちた長編小説。 

アリアドネの弾丸 

  海堂 尊【著】 

東城大学病院で再び殺人事件が！ 

「この事件はすべてが丌自然すぎる。絶対にどこかがおかしいんだ」

東城大学病院に導入された新型ＭＲＩコロンブスエッグを中心に起

こる事件の数々。 

さらには、病院長に収賄と殺人の容疑がかけられてしまう！殺人現場

に残されていた弾丸には、巧妙な罠が張り巡らされていた…。 

丌定愁訴外来の担当医師・田口公平が、駆けつけた厚生労働省のはぐ

れ技官・白鳥圭輔とともに完全無欠のトリックに挑む。 

ショパン― 

花束の中に隠された大砲 

  崔善愛【著】 

「ピアノの詩人」といわれるショパ

ン。その曲は、なぜあれほど情熱的で

激しく、また切ないのでしょうか。そ

の背景にあるのは、祖国を大国に奪わ

れた亡命者の苦しみ、怒り、二度と祖

国の家族や友人と会えない悫しみで

した。同じように、日本に帰国出来な

かった経験を持つ在日のピアニスト

が、共感を 

こめてショパンの生 

涯を辿ります。 

走れ！ウィリー— 

すてきなおくりもの 

 デボラ・ターナー【作】 

これは、ほんとうの、お話で

す。車椅子の犬ウィリーの 

 物語。アメリカベストチ 

 ルドレンズブック受賞作。 

ことばがいっぱい言葉図鑑 

 〈１０〉 なまえのことば 

  五味 太郎【監修】 

人は、自分たちをとりまくあらゆる事

柄や物に名前をつけずにはおられ

ず、それはそれはたくさんの「なま

えのことば」を作りました。 

その名づけぶりのかしこさ、熱心さ

が面白いと、八味太郎流の語り口で

見せてくれるのがこの絵本です。 

みつけたものとさわったもの 

Ｍ・ニコラス【作】 晴海 耕平【訳】 

２匹の犬が骨を見つけます。「ぼくがさき

にみつけた」「ぼくがさきにさわった」とど

ちらものか言い合いになります。そこで

出会った農夫・やぎ・床屋に聞いて 

みるのですが、教えてくれません。 

最後に大きな犬にあって聞いてみる 

と、骨をその犬に横 

取りされそうになり 

ます。 

ゆめみる天使たち— 

エブリ・リトル・エンジェル 

  ベリンダ・ドウンズ【文】 

   せな あいこ【訳】 

天使のことしりたい？刺繍でえ 

がく天使たち。天使たちはおしゃ 

れずき、お料理じょうず、雪をつ 

くったり、歌のれんしゅう、しごとも

いっぱい。 

ヴィクターとクリスタベル— 

そっと恋して 

  ペトラ・マザーズ【作】 

もう一つの眠りの森の美女。 

王子さま（ヴィクター）は勇敢な騎士じゃな

いし、さびしく眠る姫（クリスタベル）は普通

の独身女だけど一人さびしく眠る彼女がさ

びしくないように香りの良い花をそばにお

いてそっと話しかけるヴィクター。 

絵も最高です。色使いと微妙な距離感が

立体的で絵葉書もあります。 

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%8C%C3%90%EC%81%40%8F%C6%94%FC/list.html
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%9B%C1%91P%88%A4/list.html
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%83j%83R%83%89%83X%81E%82l%81D/list.html
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%90%B0%8AC%81%40%8Dk%95%BD/list.html

