
バガージマヌパナス―わが島のはなし 

池上 永一【著】 

１９歳の綾乃は島での楽園生活を満喫し、大親

友のオバァ、オージャーガンマーと遊び暮らす

日日。しかしある日夢の中に神様が現れ、ユタ

（巫女）になれと命じる。「あーっワジワジー

ッ」徹底抗戦の構えの綾乃だったが、怒った神

様の罰もあり、やがてユタへの道を歩むことに

…。溢れる方言と三線の音、抜けるような空に

映える極彩色、豊かな伝承と横溢する感情。 

 

 

 

原発をどうするか、みんなで決める 

―国民投票に向けて 

飯田哲也・今井一・杉田敦・ 

マキタミヤコ・宮台真司【著】 

これから原発をどうするかは、主権

者である一人一人の国民が考え、決

めるしかない。そのためには国民投

票が不可欠だ。「原発」国民投票の

意義と可能性について、 

５人が徹底討論する。 

 

 

 

 
ある子どもの誌の庭で 

ﾛﾊﾞｰﾄ･ｽﾃｨｰｳﾞﾝｿﾝ【著】 

忘れられない日々の喜びと悲

しみ。冒険小説の古典『宝島』

の著者ロバート・ルイス・ス

ティーヴンソンが子ども時代

の夢や憧れを歌った豊かな詩 

 情あふれる名作詩集。 

 

 
言えないコトバ 

益田 ミリ【著】 

「ズボン」はもう死

語？「彼氏」って、何

歳まで言っていい？ 

知らなくて、恥ずかし

くて、今さら言えない 

あのコトバ。 

 
日本語が亡びるとき 

―英語の世紀の中で  

水村 美苗【著】 

「西洋の衝撃」を全身に浴び、豊かな近代

文学を生み出した日本語が、いま「英語の

世紀」の中で「亡びる」とはどういうこと

か？日本語と英語をめぐる認識を深く揺 

り動かし、はるかな時空の眺望のもと 

に鍛えなおす。 

 鉄道ひとり旅入門 

今尾 恵介【著】 

あえて遅い列車に乗り、ひとり旅に

出よう。車窓の風景に目をこらして、

想像をめぐらせばその土地の営み

や、過去や未来も見えてくる。鉄道

旅の初心者から達人まで、読んで乗

って楽しい一冊。 

 

 

iPodを作った男 

－スティーヴ・ジョッブズ 

大谷 和利【著】 

幾多の成功と失敗を繰り返し、波瀾

万丈の人生を歩んできた彼がつねに

大切にしてきたのは、自分たちが最

高だと思える製品を作ること―。 

 
ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！ 

クルム伊達 公子【著】 

やりたいことは、いつからでも始め

られる！「世界のＤＡＴＥ」が再び

コートに戻ってきた。「復帰」へと

至る軌跡を、今、ありのままに綴る。 

 

新年からお届け！ 
【冬休みエッセイ】 

  

冬休み皆さんはどのように過ごしましたか？ 私

は親の勤続二十年のリフレッシュ休暇に合わせて

ハワイに行ってきました。すばる望遠鏡やキラウ

エア火山を見に行った。星空を見上げて「あっ、

流れ星」、日本に無いようなきれいな空でした。 

そういえば、ハワイは島によってほとんど日本語

が通じなかったり、ほとんど日本語でいけたりで、

殊にハワイ島では結構苦労しました。学校で習っ

ている英語とまったく感じが違うし、聞き取るだ

けで精一杯でした。やっぱりまだまだ勉強が足り

ません。 

さて、ついに世間でいう三学期。先輩方は受験です

し、私たち二年次もそろそろスタートダッシュをか

ける頃。皆に置いてかれないように勉強しなきゃ！ 

          （P.N柊） 

 

新 

素粒子がおもしろい 

益川 敏英【著】 

物質を構成するもっと 

も小さい要素は何か？ 

古代ギリシアの原子論にはじま

り、近現代の科学的探究により、

さまざまな素粒子像が描かれてき

た。そして科学者たちはついに、

究極の基本粒子をとらえた。素粒

子像はこれまでにどんな変遷をし

てきたのか、最新像はどんなもの

か、２００８年ノーベル物理学賞

の著者が自在に語る。 

 

 

 今回の冬休みの中で、特に記憶に 

残っているのは「年賀状」の事です。 

私は、中学のころから年賀状のイラストを自分で描

いているので、今年もそうしようと思いました。 

 問題は今年の干支が辰だった事です。おそらく十

二支の中でも最難関ですよ、辰。私はとりあえず郵

便局から年賀状のパンフレットをもらってきて、そ

れを見本に描き始めました。１時間ほど夢中で竜の

絵を描き、ふと我に返って見直すと葉書がものすご

く不気味になっていました。鱗までびっちり描こう

としたのがまずかったのか・・・。「やっぱり竜なん

てリアルに描くんじゃないな、うん。」とか言いなが

ら、十分位で小さな簡易版の竜を描き、満足してポ

ストに投函したのでした。 （PN:南方） 

 

さがしもの 

角田 光代【著】 

「その本を見つけて

くれなけりゃ、死ぬに 

死ねないよ」、病床のお

ばあちゃんに頼まれた一

冊を求め奔走した少女の

日を描く「さがしもの」。 

持ち主不明の詩集に挟

まれた別れの言葉「手

紙」など九つの本の物

語。無限に広がる書物の

宇宙で偶然出会ったこ

とばの魔法はあなたの

人生も動かし始める。 

 

原発への非服従―私たちが決意したこと 

鶴見俊輔・澤地久枝・奥平康弘・大江健三郎【著】 

戦後六十余年のあいだ、私たちは、戦争の敗北か

ら目をそらしてきたのではないか―。被爆の歴史

と原発導入の歴史はその間、同時並行にあった。 

そのことをあらためて認識し、自分自身

に問う。繰り返しはもう、しない。私た

ちが、原発のない平和を作りだす。 

船を編む 

三浦 しをん【著】 

玄武書房に勤める馬締 

光也。営業部では変人と 

して持て余されていたが、人とは違う

視点で言葉を捉える馬締は、辞書編集

部に迎えられる。個性的な面々の中

で、馬締は辞書の世界に没頭する。言

葉という絆を得て、彼らの人生が優し

く編み上げられていく―。 

 

 

  

いよいよセンター試験。本番が近づくにつれ緊

張感が高まっていることと思います。緊張してい

るのは、あなただけではありません。緊張を悪い

ことだと思わず、集中力に変えれば、普段の力が、

あるいは、普段以上の力がだせます。 

今まで頑張ってきたことを信じて、「わたしは、

大丈夫!!」と強い気持ちを持って試験に臨んでく

ださい。同時に、思い込みや勘違いがないように

慎重さも大切です。ご健闘をお祈りしています。  

          （PN:オキサダオ） 

音律と音階の科学 

―ドレミ…はどのようにして生まれたか 

ジャズ、ロック、ポップス、クラシック、歌謡曲…あらゆ

る音楽に使われているドレミ…は、素数２と３を使って、

まずピタゴラスが決めた。それから、純正律や、いくつか

の音律を経て、現代の平均律へと進化した。音楽と数学の、

ちょっと意外で濃密な関係を興味深く解き明かす。 

 

 

安吾 戦国痛快短編集 坂口 安吾【著】 

膨大な史料を読み込んだ上で斎藤道三の生涯を

たどる「梟雄」、自由自在に時代を駆け巡る、安 

吾独特のルポ「決戦川中島」、秀吉が

死の床で自らの半生を回想する「狂

人遺書」など、独自の視点で戦国を

縦横無尽に斬りまくる短編小説。 



 

 

神様のカルテ２ 

    夏川 草介【著】 

一作目より格段にい

い！泣ける!！一作目

より病院のシーンが

多くて話に深みがま

した!!「主治医だった

ら、死ぬ気で患者をみ

ろ!!」突き刺さる―!! 

 

はやぶさ～そうまでして君は 

         川口 潤一郎【著】 

気楽な飲み会で「実はね・・・。」と教えてもらうよう 

な、とても緊迫感がありながら、茶目

っ気を忘れないプロジェクトチーム

の内幕、舞台裏がたくさん！！それだ

けでも一読に値する。 

あの頃ぼくらは 

アホでした 

東野 圭吾【著】 

アホや。まじで･･･。 

高校･大学では、今をときめ

く大作家も、私らとほとん

ど変わらないことをしてい

たのか･･･。 

全国学力テ

スト、この

作家が在学

していた大

阪は小中と

も４５位。 

 一刀斎夢録 

浅田 次郎【著】 

著者の新撰組への思

いの総決算ともいえ

る作品。 

斉藤一。鳥羽伏見、甲

州会津、そして、 

死に場所を求め 

て男は西南戦争へ。 

 

クジラは海の資源か神獣か 

石川 創【著】 

いくら生物学的に捕鯨を正当化しよ

とも、捕鯨反対派はまったく聞く耳

を持たない。クジラの生態も。 

高原王国 仁木英之【著】 

面白い！ 過酷な修行の末に

英雄の称号を許されたタン

ラ。峰の精霊ジュンガ。言葉 

遣いが今を感じさせる。 

ある小さなスズメの記録 

  クレア・キップス【著】 

第二次世界大戦中のロン

ドン郊外ブロワリー。足

と翼の障碍を持って生ま

れた小スズメの１２年間

を綴った実話。 

日輪の遺産  

浅田 次郎【著】 

現代と終戦前後の話が交

差、戦争の悲惨さ、残され

た人たちの苦悩・・・。伝

えたかった言葉、確かめた

かった気持ち、託したかっ

た希望。使者を再登場させ

ることで昇華されていく。 

 

リリアン エイミー・ブルーム【著】 

ボクロム（ユダヤ人迫害）で両親と夫を 

惨殺され、一人娘も失って

ニューヨークへ。 

死んだはずの娘が生きてい

る･･･。「母をたずねて三千

里」のようなラストの章が、

胸が温かくなる。 

空白の五マイル 

 角幡 唯介【著】 

チベット、世界最大のツアンポー

渓谷に挑む。とてもリアルなスケ

ールの大きい探検。読むほどに引

き込んでいってくれる～!!  第２

部は涙なしには読めない。 

生物と無生物のあいだ 

福岡 伸一【著】 

一番先頭に立ったもののみが 

評価されることや、勝ち

抜くための方法、手順が 

バイオの世界の具体

例として示されてい

る。冷静に客観的に

物事をみる大切さ。

美しい筆致。作文の

教科書にも。 

 

サッカーボーイズ 

清水 久美子【著】 

サッカーをしているけどレギュ

ラーになれない・・・。練習が辛

くてやめたいと思っている子。プ

ロになるだけがサッカーじゃな

い。サッカーはいろんなものを僕

たちに教えてくれる。 

 

高校生、災害と向き合う 

諏訪 清二【著】 

全国でも唯一「環境防災科」を持っ

ている兵庫県立舞子高校の生徒達 

 が被災地を活動を続けている。 

 偉大なるしゅららぼん 万城目 学【著】 

青春ＳＦギャク小説。人知れずサイキック能

力をもち、ひっそりと城に住む一族。ギャグ

が突き抜けすぎてスベッてまっせ。アキメは

んっ!! ラストはちょっと余韻の残る、ワクワ

ク感、ハッピー感・・・。 

地図と由来でよくわかる! 

百人一首 

 吉海 直人【著】 

一首ごとに解説と地

図が記されていて、詠

みやすい。文体もくだ

けた表現もたくさん

あって楽しい。 

雨のち曇り、そして晴れ 

ＮＨＫ厚生文化事業団【編】 

障がいと向き合った１３人の力強い感動 

的な物語。交通事故で車椅子生

活を強いられた若者、初めての

わが子が障がい児だった若き

父親･･･。障がいのあるわが子

を見続けてきた母親･･･。 

風をつかまえた少年 

    ウィリアム・カムクワンバ【著】 

アフリカの最貧国、マラウィを襲った食

糧危機。ＮＰＯがつくった図書室に通う

ボクが出会った一冊の本。風力発電･･･

空腹から解放される･･･。よし、いっちょ

やったるか!!という気にさせる本。 

 

サリーの帰る家 

エリザベス・オハラ【著】 

サリーのお父さんが

死んでしまい、妹と奉

公にやられるが、悲し

いことより、温かい人

に囲まれサリーが成

長していく話。当時の

アイルランドの状況

も興味深い。 

天地明察  冲方 丁【著】 

渋川春海は、実在の人物。 

今、私たちの日常に当たり前

にあるカレンダー、暦という

ものは、こんな大変な作業を 

経てここにあるんだ…。 

１００Km！ 片山優子【著】 

100 キロを歩く過程での、みちる

ちゃんの思考や気持ちの変化が繊 

細に描かれていま

す。感動!! 

手足のないチアリーダー 

     佐野 有美【著】 

どんな青春の苦しみも笑顔になり

ますよ…♪ 輝く女性です。 

サクリファイス 

近藤 史恵【著】 

自転車ロードレース。日本では 

馴染みの薄いスポーツに人生を

かけていこうとする若者の物語。 

勝利はひとりだけのものじゃない!! 

命もいらず名もいらず 

山本 兼一【著】 

江戸無血開城の真の立役

者である鉄舟こと山岡鉄

太郎の生き様を見事に描

いた話。 

鉄舟の人生

に向かうそ

の姿勢に心

を 打 た れ

る。これか

ら社会人に 

なる人や、高校生にもぜひ

読んでもらいたい。 


