
 

生き方の不平等 ― お互いさまの 

社会に向けて 

白波瀬佐和子【著】 

いまの社会に生きる人  々

には、どのような不平等が 

あるのか。子ども、若者、 

勤労者、高齢者というライ 

フステージごとに、その実態と原因につ

いて考察。生き方の不平等をなくしてい

く道を「お互いさまの 

社会」の創出に見出す。 

 

 

・富士子― 

島の怪談 

谷 一生【著】 

他人の不幸を 

むさぼる女。死んでも続く腐れ縁。愛憎の

果て、悫しみは恐怖に変わる。 

人情味あふれるジェントル・ゴースト・ス

トーリー。 

『ダ・ヴィンチ』『幽』主催第４回『幽』

怪談文学賞短編部門大賞受賞作。 

 

インパラの朝―ユーラシ

ア・アフリカ大陸６８４日 

中村 安希【著】 

「今夜、どこに住みます

か？」２６歳、４７カ国、

２年の旅、ここに始まる。

新たな才能による次世代

ドキュメンタリー誕生！

第七回開高健ノンフィク

ション賞受賞作。 

 

・光媒の花 

道尾 秀介【著】 

痴呆の母を抱える中年男性、 

ホームレス殺害に手を染め 

た小学生の兄妹…大切な何 

かを守るため、人は悫しい嘘 

をつく。一匹の蝶が絶望の果 

てに見た光景とは――人間の弱 

さと優しさを描く連作長編。 

 

水神（上・下） 

帚木 蓬生【著】 

天が村の傍らに与えた恵みとなるはず

の筑後川。だがその水は、一滴も村に流

れてはこなかった―黙して泣き続ける

よりも、身命を賭し、戦って散った方が、

いい。川面に響いた五庄屋の悫痛な叫び

が、一人の老武士の心を動かした。 

江戸時代の九州、民の夢をのせた工事実

現まで、あとわずか。しかし―絶望に抗

う人間たちの猛く尊き姿を見よ。 

 

クルマの渋滞アリの行列-渋滞学が教える混雑の真相  西成 活裕【著】 

渋滞という言葉で何を連想するだろうか。ノロノロ運転の高速道路か信号待ちの車列

か、いずれにしても不快感をともなう光景が脳裏に浮かぶ。スーパーのレジ待ちの行

列、朝の満員電車、人気絵画前の人混みなど、混雑や行列は日常いたるところで見ら

れ、そしてどれも渋滞学の対象となる。 

本書ではこれら広い「渋滞」がなぜ、どのようにできるのかを解明しそれを避ける方

法にも触れる。 

 

中世民衆の世界 ― 村の生活と掟 

藤木久志【著】 

戦国時代、村では「領主は当座の者、百姓は末代の者」と 

いわれていた。共同体の中で自立していく土着の百姓の生活 

と、その拠点となった村の掟を描きながら、近世にも継承さ 

れる中世民衆の世界の深層にせまる 

 

社会力を育てる ― 新しい

「学び」の構想 

門脇厚司【著】 

子どもや若者に広がる社会や

他人への無関心。協力し、助け

合える社会は築けるか。地域、

学校での実践なども紹介しつ

つ、子どもの「社会力」を育て

る重要性を説く。孤立する子育

て、学力重視の教育からの転換

を提案する。 

 

週刊マンガ日本史３０号 大塩平八郎 

岩田やすてる 

信じた道を一直線！ 大塩平八郎の熱

き人生。 

 

世界史読書案内 

津野田興一 

時間軸と空間軸を、読書で自

由にかけめぐってみよう！ 

自分と今をつかむための本当

の＜世界史＞が見えてきま

す。ちょっと背伸びして読む

専門書からマンガまで、わく

わくする書目が並ぶブックガ

イド。 

 

・おくりびと 第二章 

白戸 ふみか【著】 

  小山 薫堂【原作】 

米アカデミー賞外国語映画賞を受賞し

た「おくりびと」に七年後の物語が誕生。 

父親となった小林大悟は、ＮＫエージェ

ントで“旅立ちのお手伝い”の仕事をつ

づけ、妻の美香、息子の哲士とともに、

母親から譲り受けた喫茶店で暮らして

いる。春から小学校に通う息子にチェロ

を教える大悟、それを見守る美香、その

様子は幸せな家族そのものに思えたが、

そんな家庭に思いも寄らぬドラマが…。 

 

栄養成分の事典―「図解」オールカラー 

（新版） 

則岡 孝子【監修】 

ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸など

きほんの栄養成分から、ポリフェノール、

乳酸菌といった話 

題の機能性成分 

まで、「栄養」 

の正体を大解剖。 

 

・更年期少女 

真梨 幸子【著】 

池袋のフレンチレストラン 

に集まったのは、往年の人 

気少女漫画「青い瞳のジャンヌ」をこよ

なく愛する「青い六人会」。無様に飾り

立てた中年女性たちが、互いを怪しい名

前で呼び合い少女漫画話と噂話をする

だけの定例会だったはずが…。いつのま

にやらメンバーの度重なる失踪、事敀

死、腐乱死体発見！ヒロインになりたい

女たちの、暴走ミステリ。 

 

オール・マイ・ラビング―東京バンドワゴン 

小路 幸也【著】 

下町の老舗古書店“東京バンドワゴン”に舞

い込む古本と謎を、四世代のワケあり大家

族・堀田家が家訓に従い解決する。 

ページが増える百物語の和とじ本、店の前に

置き去りにされた捨て猫ならぬ猫の本…。不

可思議な事件に潜む「あの人の想い」とは？

笑いと涙の下町ラブ＆ピース小説、待望の第

５弾。 

 

地球にやさしい石けん・洗剤もの

しり事典―爽快！快適！科学する

洗剤選びと洗い方 

大矢 勝【著】 

ナチュラル志向の広がりのなか

で、入浴や洗濯・汚れ落としに利

用する洗剤にもさまざまな工夫が

求められています。 

肌や髪へのダメージを抑え、環境

を守るためにも、石けん・洗剤は

賢く選択したいもの。 

本書は、あらゆる汚れ落としの仕

組みを解き明かし、手作り石けん

や住まいの洗剤の効果的な使い方

まで図解でわかりやすく説明しま

す。 

デュラララ！！１～４ 

成田 良悟【著】 

東京・池袋。そこには人を 

愛することが不器用な人間が集う。 

自分の立ち位置を悩む女子高生、池袋を

取材する三流雑誌記者、セクハラ疑惑の

教師、黄色いバンダナを巻いた黄巾賊、

池袋最強のチンピラ、様々な裏情報を操

る青年、そして漆黒のバイクを駆る“首

なしライダー”。 

そんな彼らが連続通り魔事件に巻き込

まれ、池袋が壊れ始めていく― 

 

北への旅－なつかしい風にむかって    椎名 誠【著】 

北東北（青森・秋田・岩手）に魅せられたシーナが、カメラ構えずんずん北へ…。

心癒されるフォト＆エッセイ。津軽半島をいく―ひとまわり撮影紀行（なぜ津軽

にむかったか；煮干しラーメンに送られて；ごらんあれが吹雪の竜飛岬；人をど

う撮るか） 

北東北雲ながれ風まかせ旅（宮古のしあわせな四角と丸；モヤシとサクラ；角館。はるばるきたけ

ど日曜散歩。；暑さも海も祭りも夏色 ほか） 
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http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%92J%81%40%88%EA%90%B6/list.html
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/%92%86%91%BA%81%40%88%C0%8A%F3/list.html
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感想文はこんなふうに書きませう 
１・２年生には夏休みに感想文の宿題が出ていま

す。悩む人が多いですよね。そこでプチ･アドバイ

ス。絶対、役にたつ。 

どんな本を選ぶか 

 本の嫌いな人や、普段あまり本を読まない人ほど、「読みや

すそうな」本を選ぶようです。これでは、読むのは簡単です

か、さて感想文を書こうという時に、何を書いていいかわか

らないとか、書くことを思いつかないことが多い。「読みやす

さ」ではなく、自分が興味の持てそうなテーマを含んでいる

本を選ぶのが一番です。テーマというのは、社会問題という

意味だけではなく、例えば、友情であるとか、生きることで

あるとか、何でもいいのです。  

 自分で本を買わなくても図書館に面白い本がいっぱいあり

ます。読書コンクールの課題図書なんかもいいですよ。 

何を書くか 

 感想文に延々と本のあらすじを書く人がいます。退屈以外

のなにものでもありません。もちろんある程度のあらすじが

必要な場合もありますが、本について書くのではなく、本に

書いてあること（登場人物の行動や考えや状況など）を通じ

て、自分の生活や体験、そして「自分自身の心の中身」をふ

り返って下さい。どう思うか、自分だったらどうしただろう

か。自分の心や生活を書いたらいいと思います。 

どう書くか 

 いきなり原稿用紙に向かって書き始めたらダメです。すぐ

に書くことがなくなってしまいます。感想を書くことは、自

分を表現することですから、自分を表現するテーマを、本の

中で見つけてください。それから、印象に残った場面や登場

人物の言動をピックアップし、それを簡単なメモにします。

それに対して自分の何を書くか考えて、またメモにします。

こうして、感想文全体の構成を作ります。さあ、それでは書

き始めましょう。な～んだ、簡単だ!? グッドラック!!  

 インターネットの丸写しは、だめですよ。            

（文責 図書部 沖） 

 

 

「慰安婦」問題が問うてきたこと 

大森 典子【著】 

１９９０年代から大き 

な課題でありつづけて 

きた日本軍「慰安婦」 

問題。この２０年間、 

日本軍の性暴力の被害 

者は何を訴え、日本社 

会はそれにどう忚答しようとしてきた

のか。慰安所制度の実態をあきらかにし

てきた歴史学の成果や法廷で述べられ

てきた被害者の声をふりかえりつつ、国

際社会からの提起と日本政府の対忚を

検討し、いまの課題を探る。 

 

  

今年こそ、おめでとう!! 

おそらく人生最後になる水泳の授業も終わり、泳げないわた

しは少し救われたような気持ちです。私にとって夏は一つ年

をとる季節でもあります。「あぁ、今日か！忘れてた！」と

夜中に響く父のセリフはもう定番で、本気なんだか冗談なん

だか…そんなこんなで、去年は寂しく誕生日。今年辺りにそ

ろそろ本気でスルーされてしまうんじゃないだろうかとい

う一株の不安を抱えつつ、夏休みを待ちます。やっぱり、高

校生になってもいくつになっても、「おめでとう」は嬉しい

ものですよね！みなさんも、わたしも、どうか素敵な夏を過

ごせますように。（PN：とんとろ） 

 

 

 

 

 

 

充実…するといいな… 

気が付くと 7 月ですね。もう夏休みですね。あれ？この間ま

で、新クラスどうしよう～、北フェスどうしよう～、なんて

思っていたのに、もう…夏休み…？北高生活の目まぐるしさ

をひしひしと実感します。さて、私の今年の夏の目標は、「生

活リズムを崩さない」であります。えっ？そんなの無理です

って？そんなの分かって…げふん、いやいや、精一杯の努力

を致します。目指せ、有言実行。ま、夏休み明けに報告が出

来るかは置いておいて…。そんなことより、皆様、冷房病や

熱中症にはお気をつけて！休みなのに忙しい北高の夏を充実

させましょう！…充実…するといいな…。（P.N：すてあ） 

 

休みと決意と小論文 
一年生にとったら高校に入学

して初めての夏休みであり、

二年生は二回目の夏休み。し

かし三年生にとっては大切な

時期。これで高校生活最後の

夏休みだと思うとちょっと寂

しい…。思い残せばもう半年

有るか無いかなんですね。勉

強も勿論大切ですが息抜きも

しないとダメですよ！ 無理

しても疲れるだけで頭には残

りませんしね（←当方経験済

み）勉強は勿論ですが人前で

ハキハキ喋れるようになるの

が今年の夏の目標。人見知り

治したい。面接ではおどおど

したくないなぁ…小論文頑張

ります。（PN：藤吉.F.杏子） 

 

今年は  

ダイエットするぞ!!…など、夏特有の決意がありますよね。今年はダイエットより体調を崩さなければ良いかなと思っていたり。

後は気力ですかね。気力よ、せめて夏だけは…持てくれれば良いですよね。持って下さい、気力さん。後、良いですか皆さん、

今年の夏のキーワードは“寒天こんにゃく”ですよ。決意?そんなの、生きてることに決まってるじゃないですか。（PN：碧玉） 

 

夏休み目前エッセイ 

同性愛と異性愛 

風間 孝 河口 和也【著】 

日本は同性愛者に寛容というのは 

本当だろうか。 

なぜ「見えない」存在なのか。 

エイズ問題や公共施設の利用拒否事件、ある殺

人事件などを題材にしながら、異性愛社会に染

み付いたホモフォビア（同性愛嫌悪）の諸相を

描き出す。 

また、同性愛者が肯定的に生きていくための取

り組みも紹介。 

同性愛者から見た、もうひとつの日本社会論。 

中京大学国際教養学部准教授。専攻は社会学、

ゲイ・スタディーズ 

 

知っておきたい情報 

社会の安全知識 

坂井 修一【著】 

コンピュータやインターネッ

トの発展は、高度な情報社会

をつくりあげる一方で、かつ

てない事件や事敀を引き起こ

す存在にもなっている。ＩＴ

を基盤とした情報社会を、ど

うしたら安心・安全にできる

のか。また私たちの対策は何

か。そのために必要な知識を、

現実に起きている事例をとり

あげて、ていねいに解説する。 

 

人物で語る化学入門 

竹内 敬人【著】 

世界は何からできているのか？人間の手でまった

く新しい物質をつくることはできるのか？化学者

たちの奮闘と発見の物語を通じて、化学の考え方が

理解できる。 

革命の断頭台の露と消えたラヴォアジエ、フグ毒を

解明した日本の化学者たち、失敗が生んだノーベル

賞など、無限に広がる物質世界の探険記。 

光とともに…  

～自閉症児を抱えて～ 

戸部けいこ【著】 

自閉症って知っていま

すか。これは自閉症の子 

どもとともに育ちあ

う家族を描いた劇

画です 
ノベライズ おとうと 

山田洋次・平松恵美子(脚本) 

東京の郊外で堅実に生きてきた姉と、大阪で芸

人に憧れいつしか年齢を重ねてしまった弟と

の再会と別れを優しく切々と謳いあげる、笑い

と涙にあふれた物語。戦後の昭和に生まれ育っ

た姉と弟の切りようにも切れない絆を、バブル

景気の直前に生まれた娘の眼を通して描きま

す。「十五才 学校Ⅳ」以来 10 年ぶりに山田

洋次監督が放つ現代劇を小説です。 

 

編集：３年Ｔ．Ａ 


