
あきらめないで 

佐野 有美【著】 

生まれつき手足のない

女の子あみちゃんが心

の奥深くを綴った勇気 

と 切 な さ と

感動の詩集。 

 新訳イソップ物語

―１８２人のイラスト

レーターが描く 

和泉 勇【訳】 

１８２人の画家が描

く、１８２話の 

イソップ物語。 

雨のち曇り、そして晴れ 

―障害を生きる１３の物語 

ＮＨＫ厚生文化事業団【編】 

境遇や障害の種類は違っても、

それぞれの生き方をつかんだ１３

人の感動の物語。 

～僕が愛した人、愛をくれた人

（岡山県・吉村章）、私たち夫婦の

普通の家庭（熊本県・浦上誠）、「障

害を越えて」ではなく（東京都・小佐

野美知子）他 

おたまじゃくしの降る町で 

八束 澄子【著】 

おれは、ハルが好きだ。 

ハル、おまえはおれのこと、

好きか？ソフトボール部のハ

ルとラグビー部のリュウセ

イ、ひと夏の恋を、みずみず

しくもドキッとするタッチで描

く、新感覚小説。 

 

 

 

１００ｋｍ！ 

片山 優子【著】 

知らないうちに参加の申し込みを

されて、１００ｋｍ歩くという大会

に出場する羽目になってしまった、

高校１年生のみちる。 

「なんでこんなことしてるんだろ

う、私」と、歩きはじめて早々に思

いながらも、ほかの参加者との出会 

いの中で、みちるは少し 

ずつ前に進んでいく。 
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傑作！数学パズル５０ 

小泓 正直【著】 

一見難しそうな問題が思いもよら

ないシンプルな手法で一瞬のうち

に解けてしまう―古今東西のパズ

ルファンをうならせてきた愉快で

奥深い数学の世界を楽しみなが

ら、思考力に磨きをかけよう。 

 

 

燃料電池のキホン 

本間 琢也 上松 宏吉【著】 

水素と酸素から高い効率で電

気をつくる。脱石油燃料の旗手 

となるのか？家庭用エ

コシステムの次は燃料

電池自動車が登場する。 

 

トワイライト〈４〉最終章 

ステファニー・メイヤー【著】 

「あたし、吸血鬼になるために

生まれてきたのね…」転生のと

きを迎えたベラ。運命の出会い

に始まったヴァンパ 

イア・ロマンスは衝

撃のフィナーレへ。 

 

回 鬼 

世  

 

 

 

でも、ドキドキ  M 先生 

 約 20 年前、私はチョコ好き

が高じてベルギー旅行をしまし

た。今では、この時期になると

世界中のチョコがこんなに簡単

に手に入るなんて嬉しい限りで

す。私のチョコ好きは小さい頃

からで、バレンタインデイには

女子の友達が私にチョコをおす

そ分けしてくれて、私がホワイ

トデイに返すという習慣が続い

ていました。ということで、バ

レンタインデイに本命チョコを

あげて告白した経験は一度もな

いのですが、高１の時に親友が

先輩にチョコをあげるのを手伝

ったことがあります。その時は、

先輩を呼び出すだけでも大変

で、自分が渡すのでもないのに

とてもドキドキしました。 

 

 

バレンタインデー S 先生 

学生時代には実のところバレン

タインデーの記憶はないのです。未

だバレンタインデーが存在しなか

ったのかとちょっと寂しくなりま

すが、お菓子のメーカーはすでに仕

掛けていたと聞いています。もちろ

ん「愛の告白」は手紙や直撃！など

別の形でということになるので「こ

れは本命？」なんてヌカ喜びや誤解

もなかったですね。今や一月からチ

ョコが店頭に並んでいます。私は商

業戦略に乗らないでおこうと理由

をつけ、山積みのチョコが気になり

ながらも横目に通り過ぎる、ついつ

いチョコを買って、さあどうする？

ということになって結局食べた、と

いう結果に大抵はなってしまうの

です。 

自分の周りの人に愛を注ぐこと

を思い出させてくれる「バレンタイ

ンデー」に今年こそ素直に参加しよ

う、と今回もチョコを買って手元に

温めています。 

 

 

 

なんか楽しい日ですね I 先生 

 この日は朝からそわそわする日や

ったなあ、2／１４！休みの日だとが

っかりして。登校するとまず、ゲタ箱

をそ～と開けてみたり、教室に行って

机の中を探ってみたりしたね。もちろ

ん、そんなん気にしてないよという顔

をしながらだけどね。休み時間も妙に

席を離れてみたりして。いま考えてみ

ると、みんないるときに机の中にチョ

コを入れる女の子いないし、それやっ

たら手渡すよね。まあ、毎時間ドキド

キ楽しんでたかな。まあ、結局ないん

だけどね。一度だけあったなあ。机の

中にチョコが。高 2 の時かな？ 実

は、女子が全員入れてました。ひとつ

だけ懐かしい思い出があるなあ。高校

1 年生の時、下校時に学校近くの陸橋

を渡っていると中学の時好きだった

子が真ん中辺りにいて、「はい！」っ

て、いきなりチョコをもらった。突然

の出来事で真っ赤になって、しどろも

どろでした。 

2／１４、なんか楽しい日ですね。 

 

 

思い出   K 先生 

 むかし義理チョコ、今は友チョコね。

でもやっぱり、バレンタインといえば本

命チョコでしょ！？ 

 皆と同じ高校生の頃、私ある日一目惚

れをしてしまいました。その子はバレー

部、しかも国体選手。背も高くて、めち

ゃ可愛い。そして僕はというと、いまい

ちの野球部。（因みに、今年の選抜に創

部１１３年の想いをのせて出場します。

忚援してね☆）どう考えても高嶺の花！

こりゃ無理だ！！あぁ、でも見る度に

「やっぱりエエわぁ…。」と思ってしま

うのでした。そして向かえた、忘れもし

ません平成元年２月１４日！女バレの

友だちに呼び出され、向かった先にいた

あの人は…。その後、私がとてもハッピ

ーな高校生活を送ったことは言うまで

もありません。「念ずれば花開く」とは

某Ｓ先生の格言。勉強も部活も、そして

恋愛も、そうなのかもしれませんね。 

 と、甘酸っぱい思い出に浸ってしまう

アラフォーでした。 

男子も女子も頑張ってね♪ 

編集：五十川まどか 

そろそろ推薦入試ですね。 

私も一昨年に受験したのですが、もう、本当に本当に寒くて歯がガタ

ガタ言っていました。暖房が！ついてなかったんです！死ぬかと思いま

した。極度の緊張で内臓が口から出そうな上に、極寒の校舎。 

あの時、初めて私は北高の厳しさを思い知りました。受験生になんて

優しくないんだ、ここは…と。入ってみると、もっともっとビシバシ厳

しい愛の、愛の鞭が私達に向けられました。とっても鍛えられますね！ 

さて、今年の2 月14 日は暖房がつくのでしょうか！暖房がついて未

来の 12 期生が凍えないことを祈ります。  (P.N すてあ)= 

              

 

 

 

世界一空が美しい大陸 

南極の図鑑 

武田 康男【著】 

南極でしか見ることのでき

ない現象を、１７０点以上の

美しい写真で、科学的な解

説とともに紹介する。 

編集委員が先生方にバレン

タインにまつわるお話を聞

きました。忙しいときにご

協力頂いた先生方に感謝し

ます。ありがとうございま

した。（図書部 沖） 

  

The editorial committee interviewed Simon, our 
ALT, about Valentine’s Day in New Zealand. 

Question: Any difference between Valentine’s Day 

in Japan and that in New Zealand? 

Answer: Yes, but only a small difference. In NZ and 

Australia, Valentine’s Day is on Feb. 14th (same 

as Japan), but on this day, both boys and girls, 

men and women give each other gifts. This is 

only normally between a husband and wife, or 

boyfriend and girlfriend. In NZ/Australia, friends 

don’t give each other gifts.  

Q : Any episodes about Valentine’s Day? 

A : I have always been single (had no girlfriend) on 

Valentine’s Day, but I have sent cards and 

flowers before. 

Q : Anything else about Valentine’s Day? 

A : Valentine’s Day is celebrated by couples only. 

Some people will send flowers, chocolate and 

gifts to people who they like and want to be in a 

relationship with. Many people get married or 

ask their gf/bf to marry them on Valentine’s Day, 

very romantic!! 

 

全然違うじゃないかぁ、先生ー！” 

中学校３年生の私。推薦入試面接中に心の中で大絶叫。中学の面

接練習の内容とのあまりのギャップにてんやわんやしました。ち

なみに今でも覚えている面接の質問達。これは中学生に問う内容

なのかと逆に問いたい。さすが北高。面接中の挙手の速度が並じ

ゃない。すべて最後か、最後から2 番目にしか答えられなかった。

でも、私がここにいるということは、順番は関係ないのか？ 

普段から新聞、ニュースとか新しい情報に触れるだけじゃなく

て、自分で解釈しなければならないと思い知った中学 3 年生のこ

んな春。成長したのか？私。 
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