
TPP亡国論  中野 剛志[著] 

ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）参加の方針を

突如打ち出し、「平成の開国を！」と喧伝した

民主党政権。そして賛成一色に染まったマス・

メディア。しかし、ＴＰＰの実態は日本の市場

を米国に差し出すだけのもの。自由貿易で輸出

が増えるどころか、デフレの深刻化を招き、雇

用の悪化など日本経済の根幹を揺るがしかね

ない危険性のほうが大きいのだ。ＴＰＰ反対論

を展開してきた経済思想家がロジカルに国益 

を考え、真に戦略的な経済外交を提唱。 

 

 

皆さん、夏休みはどうでしたか？充実した日々を過ごせました

か？私は部活動の休みを利用して、大阪に住む伯父さんを訪ねま

した。叔父さんの住んでるところでは、お祭りに地域の人たちが

協力してお店を出すことになっていて、私はその手伝いに行きま

した。今までそういった経験がなかったので凄く楽しみでした。 

祭りが始まると、私の仕事は主に接客で、手伝いをしながら感じ

ることがありました。それは、祭りはお客さんとお店との協力が

あってはじめて盛り上がるものだということです。 

お客さんの『ありがとう』で、お店側が『もっと頑張ろう』と思

い、それらが沢山集まってあの祭り特有の雰囲気が作られている 

のだと感じることができました。協力することの意味

を知ることができた貴重な体験でした。（ＰＮ：奏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日アヒルバス 山本 幸久[著] 

アヒルバス入社五年の観光バスガイ 

ド・高松秀子（通称デコ）はわがまま 

ツアー客に振り回されたり、いきなり新 

人研修の教育係にされたりと悩み 

    多きお仕事の毎日。 

さらにある日、アヒルバス

を揺るがす大事件も起きて 

笑いあり、感動ありの 

バスガイドたち

の姿を東京の車

窓風景とともに

生き生きと描く。 

 

知ろう食べよう世界の米  佐藤 洋一郎[著] 

おこわにチャーハン，なれずしにピラフ．米には

数多くの種類があり，世界のさまざまな地域で，

その土地や気候にあった調理法や食文化を発展

させてきました．イネの研究者であり，米料理の

名人でもある著者が，世界のいろいろな米や，米

料理を紹介します．米は日本的なモノ，という考

えがガラッと変わる，おいしい話． 

 

TPPで日本は世界一の農業国になる 

浅川 芳裕[著] 

ＴＰＰで日本の農業は果たして壊滅する

のか？農業生産額世界５位、食産業３位の

「農業大国」ニッポンはＴＰＰを機に、「大

躍進の時代」を迎える。中国・アメリカ.

という世界二大農業大国を越えるため 

の「最強の 

シナリオ」。 

鍵のかかった部屋  貴志 祐介[著] 

自称・防犯コンサルタント（本職は泥

棒！？）榎本と、美人弁護士（実は天

然！？）純子のコンビが、超絶トリッ

クに挑む！貴志祐介にしか考えつけな

い、驚天動地の密室トリック４連発！

密室ミステリの金字塔、ついに登場。 

 

空色メモリ  越谷 オサム[著] 

たったひとりで坂高文芸部を守

る、ハカセこと河本博士に春が来

た。なんと、可愛い新入生が入部

したのだ。彼女が人気のない部を

選んだのには、何か秘密がありそ

う。部員でもないのに文芸部に入

り浸っているおれは、そんな出来

事をおもしろおかしく綴ってい

る。その日記“空色メモリ”が、思

わぬ騒動を呼んで―。 

 

知ることより考えること 

池田 晶子【著】 

『知ることより考えること』と 

は、決して知ることの否定では 

ありません。考えるとは、本当 

のことを知るために考えるという

以外ではあり得ない。しかし、き

ょうび「知る」とは、外的情報を

取得することだとしか思われてい

ない。取得するばかりで、誰も自

ら考えていない。だから世の中こ

んなふうなのであります。インタ

ーネットなんかいらない。もし本

当を知りたいのなら、考えること。 

この子を残して 永井 隆[著] 

この子を残してーこの世をやがて私

は去らねばならぬのか!(本文から) 

長崎で原爆にあい、放射線を浴びて不

治の原子病患者として床に伏す父親

と、二人の幼い孤児予定者。 

この三人が生きてゆく正しい道はど

こに或るのか。父親が考えたこと、子 

どもたちがしたこと、子ど

もたちに話したいことを、

後で読んでもらうために書

きに書いた父親の遺言書と

もいえる感動の書 

 

ベニシアの京都里山暮らし 

ベニシア・スミス[著] 

イギリスの貴族社会を飛び出し、

インドを旅してきたベニシアが、

日本の里山で見付けた幸せの種。 

日本の自然と伝統文化をこよなく愛する

イギリス人女性ベニシア。京都・大原の

里山で、築100年の民家に住み、コテー

ジ・ガーデンを作りながら暮らす中で、

少しずつ見えてきた、植物の力、環境問

題や食の安全、これからの教育や職業の

選択などについて語ります。 

図書貸出数１５５９冊    ８月３０日現在 
 1組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 合計 

１年 37 63 73 92 114 58 ４３７ 

２年 125 91 59 59 75 72 ４８１ 

３年 62 86 186 119 109 79 ６４１ 

いよいよ９月。巷では新学期。ほとんど部活と宿題と受験勉強で

つぶれたと思いますが、長い休業が終わり、またまた高校生の「日

常」が始まった。「日常」の方が落ち着けるかもね。 

さあ、読書の秋だ、まだ暑いけど。Good Luck! （図書部 沖） 

鍵のない夢を見る 

辻村 深月[著] 

望むことは、罪ですか？ 

彼氏が欲しい、結婚した

い、ママになりたい、普

通に幸せになりたい。そ

んな願いが転落を呼び込

む。ささやかな夢を叶え

る鍵を求めて５人の女は

岐路に立たされる。待望

の最新短篇集。 

 

４年に一度開かれる“オリンピック”。今や世界規模で行われて

おり、会場を決めるだけでも白熱している。それもそのはず、そ

の"オリンピック"がもたらす経済効果とやらの凄まじいこと。何

億やら何兆やらと想像も出来ないほどのものが入ってくるのだ

からオリンピック招致に力を入れるのも無理はない。今や世界規

模で行われているが、最初はギリシャの小さな村のお祭りだっ

だ。それが幾年もの月日を重ねて繰り返し行われだんだんと広ま

っていったのだろう。ここで私はこう思った、繰り返し行うって

すごいことなんだと、その重要性に気付かされたのだ！みんな最

初は赤ちゃんだったわけで、すべてのことがはじめてのことだっ

たのだ、それを繰り返し練習したお陰で歩けるようになり、しゃ 

べれるようになっていく。“オリンピック”から学ぶことはたくさん

あるのだ!       （PN：しとん） 

 

ウァーリアーズ〈１〉野生にかえる  エリン・ハンター[著] 

猫、猫、猫が次々に登場して、仲間になったり、敵同士になったり、裏切

ったり、友情を結んだり、好きになったり、また憎みあったり。ファンタ

ジーを超えた面白さ。友情、裏切り、愛、戦いが渦巻く猫の世界の物語。 
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 猫を２匹かってます。うち一匹はオス猫で、最近野良猫とけんかをしてい

るらしい。しかも、正面切っての立会のようだ。ある日、膝に乗ってきた猫

を見ると、「あっ！耳に穴があいてる」「うわっ、血が出てる!!」 お盆休み

をしてる獣医さんに診てもらったら、なんと両方の耳を噛まれていた。注射

を打って薬をもらって、一万円なり。六日後、右目が腫れ上がってる。また

やったようだ。獣医に連れて行って、また一万円。数日後、治りが悪いので、

またまた獣医。その翌日、今度は左目もおかしい。またやったのか!?  

一方的にやられているのかと思いきや、獣医の奥さんが言うには、けんか

相手の猫の動きがおかしい、よろよろしていたそうだ。暴力反対！！ 

二人がかりで押さえつけて目薬をさす毎日。完全に嫌われています。これ、

思い出ではなく、現在進行形です。   （PN:オキサダオ） 
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日本人は植物をどう利用してきたか 

中西 弘樹【著】 

和紙をすくときに使う糊，節分に戸口に魔除けと

して使うもの，家紋の半分以上に使われているも

の，どれも植物だ．食料や家屋にはもちろん，日

常の道具や楽しみにも，植物は用いられてきた．

エネルギー・材料両面での石油依存や原子力から

の脱却を考えるためにも，自然を暮らしの中に取

り込んできた先人たちの知恵を 

学びたい。 

 

凍土の密約   

今野 敏[著] 

殺人事件の捜査に呼ばれた公安部の

倉島警部補は、日本人ではありえない

プロの殺し屋の存在を感じる。やがて

第２、第３の事件が……。 

 

ラストダンス  堂場瞬一[著] 

プロ野球チーム「スターズ」の同期、真田誠と樋口孝明。

ドラフト５位からスター投手にのし上がった真田に対

し、即戦力と期待された捕手・樋口は準レギュラーに甘

んじていた。そして今季、４０歳のふたりに引き際が 

訪れる。優勝争いにからむシーズン終盤、

真田と樋口は１７年ぶりにバッテリーを

組むことになるが―予想外の展開を見せ

る引退ドラマを濃密に描く感動作。 

食品の裏側―みんな大好き食品添加物 

安部 司[著] 

添加物の世界には、消費者には見えない、

知らされていない「影」の部分がたくさん

あります。食品製造の「舞台裏」は、普通

の消費者には知りようがありません。どん

な添加物がどの食品にどれほど使われて

いるか、想像することさえできないのが現 

状です。本書は、そんな「裏

側」を告発するはじめての

本だと思います。 

 
夜の国クーパー 

伊坂 幸太郎【著】 

この国は戦争に負けたのだそうだ。 

占領軍の先発隊がやってきて、町の人間はそわ

そわ、おどおどしている。戦争に負けるのがど 

ういうことなのか、町の人間は経験が

ないからわからない。人間より寿命が

短いのだから、猫の僕だって当然わか

らない――。これは猫と戦争と、そし

て何より、世界の理のおはなし。 

 

 

グローバリゼーションの中の江戸 

田中 優子【著】 

「江戸時代」のイメージは？ ちょ 

んまげ？ 寺子屋？ 鎖国？ 実は，

海外のものを取り入れながら，当時の 

グローバリゼーションの波に流されることもな

く，独自の発展をとげた時代だった．着物や食

器，絵画や本などに現われる海外との関わりや，

中国，朝鮮，琉球との関係をたどり，本当にグ

ローバルであることとは何かを考える． 

 

自治体の平和力 

池尾 康志[著] 

自治体がその気になれば戦争も止

められる．平和と安全保障の問題は

「政府の専管事項」ではなく，私た

ち自身と地域の問題でもある．平和

展や姉妹都市交流といった自治体 

の事業の意味を問い直

し，非核自治体宣言，非

核港湾条例といった各地

の動きを紹介しながら，

地域から平和を。 

 

 

「学び」という希望 

―震災後の教育を考える 

尾木 直樹[著] 

東日本大震災を受け、教育の「復興」

も緊急課題だ。難題が山積する社会

を子どもたちはどう生き、そして新

しい時代をどう切り拓いていくか。 

「テスト学力」偏重の教育から脱

し、主体的に学び続ける 

力を養うこと。著者は、

そこに教育の目指すべき

希望を見出す。 

農業がわかると、 

社会のしくみが見えてくる 

生源寺 眞一[著] 

「なぜ日本に農業が必要なの

か？」自給率で国の食料事情はわ

かるのか？」など、食と農に関す

る素朴な疑問をテーマに、 

世界の食料、日本の農業、

私達の毎日の食生活のつな

がりをやさしく読み解く。 

 

星のかけらを採りにいく 

―宇宙塵と小惑星探査 

矢野 創【著】 

地上の私たちに毎日降りそそぐ〈星のかけ

ら〉．南極，大気，人工衛星で採取できる

この小さいかけらにこそ，太陽系や生命の

誕生の謎を解明する大きな鍵が隠されて

いる．探査機はやぶさが訪ねたイトカワの

サンプル採取・分析を担当した著者が，こ

れからの惑星探査と未知のフロンティア

への挑戦についてやさしく語る． 

 

しあわせに働ける社会へ 竹信 三恵子【著】 

長引く不況の影響を受け，若者たちの就職が厳し

さを増す一方で，働き口があっても過酷な労働に

心身の健康を損ねて退職を余儀なくされる者もい

る．誰もがしあわせに働ける社会にするために，

必要な労働政策や制度とは何か？ 働く者に必要

な知識や知恵とは？ 多くの労働現場を取材して

きた著者が，様々な事例をもとに提言する． 

 

知っていますか、朝鮮学校 

朴 三石[著] 

高校無償化問題をきっかけに朝鮮学校

への関心が高まりつつある．しかし，

あなたは朝鮮学校のことをどれくらい

知っているのだろうか――．教科書や

授業の内容，学生たちの日々の姿、日 

本社会との交流など，学

校の様子を事実に即して

紹介しながら，朝鮮学校

の「いま」を伝える。 

 

銀の匙〈１〉  荒川 弘【著】 

大自然に囲まれた大蝦夷農業高校に入学し

た八軒勇吾。授業が始まるなり子牛を追い

かけて迷子、実習ではニワトリが肛門から

生まれると知って驚愕…などなど、都会育

ちには想定外の事態が多すぎて戸惑いの青

春真っ最中。仲間や家畜たちに支えられた

りコケにされたりしながらも日々奮闘す

る、酪農青春グラフィティ!! 

 

海賊と呼ばれた男   百田 尚樹[著] 

敗戦の夏、異端の石油会社「国岡商店」を率いる国岡鐵造は、なにもかも

失い、残ったのは借金のみ。そのうえ石油会社大手から排斥され売る油も

ない。しかし国岡商店は社員ひとりたりとも馘首せず、旧海軍の残油集め

などで糊口をしのぎながら、たくましく再生していく。 

石油を武器に変えて世界と闘った男とはいったい何者か 

―実在の人物をモデルにした本格歴史経済小説、前編 

 

ヒトリシズカ  誉田 哲也[著] 

本書は、あなたに新しい興奮をもたらす。それは、第一 

章「闇一重」で幕を開ける。男が拳銃で撃たれて死亡する。 

犯人逮捕が間近となった矢先司法解剖をした法医学者か

ら連絡が入る。心臓に達していた銃弾は、一度止まってか

らまた動いたというのだ―。 

ここはボツコニアン  宮部 みゆき[著] 

“ボツネタ”が集まってできた、できそこない 

の世界“ボツコニアン”。 

そこをより良い世界に創り変えるため、「長靴 

の戦士」として選ばれた少年ピノと少女ピピ。 

植木鉢の花の姿をした「世界のトリセツ」と共に二人

は、前代未聞・驚天動地・抱腹絶倒の冒険の旅に出る！

宮部みゆきの新境地、ＲＰＧファンタジー。 

 

「マイナンバー法」を問う 

清水勉・桐山桂一[著]  

国民一人ひとりに番号を振る「共通番

号制」（マイナンバー法）が成立しよ

うとしている。社会保障分野での利点

はあてにならない。実は弱者を排除す

る論理が働く。個人のプライバシーに 

も脅威となる。「なりすまし」

犯罪の多発で、むしろ先進各国

は慎重さを持ち始めているの

が実態なのだ。 


