
 

どんなメニューがあるのかな、デザート

とかもあるのかな。「らいぶらりーにゅー

ず」で記事書くんだから しっかり味わっ

てこよう！そう思って、火曜日の朝…。 

「警報がでたので校外学習は中止です。」…結構楽しみ

だったんだけどなぁ。思えば、自分は今まで行事に快晴

だったことなんてないかも。雨女だなぁと思ったり。お

弁当なんて用意してなくて、お昼は結局インスタントラ

ーメンになりました。いや, おいしかったけども。 

    ［PN .しんにょう］ 

 僕は今回初めて写真部として北高の体育 

大会に挑んだ。去年のこの頃は椅子に座り 

ただ暑さと戦いながら応援していた。正直楽しんだのは楽しん

だが、どこかで不満を感じている自分がいた、どこかしらで携

わりたい自分がそこに居たから。行事が大好きな僕はなにか行

事があるごとにどこかしらで携わっていた気がする。まぁその

ぶんいっぱい迷惑かけちゃうけど。だから今回、写真部として

参加出来たのはとても嬉しかった!選手のすぐ近くまで行っ

て、だれよりも近くであのリレーの疾走感や綱引きの迫力を体

感出来るのだ! それに声をかけることも。 

とにかく今回は十分楽しめました!!と笑顔で今は言えます。思

えばこれは最初で最後の経験であった…。 

みなさんほんとにおつかれさまです！みなさんのおかげで良

い写真が取れました! 楽しみにしておいてください!!  

[PN：siton] 

去年に引き続き今年の体育大会！なかなか燃えました！ 

特に３年生の皆さんは最後の体育大会とあってものすご

く気合入ってましたね。 

2年生は 2年目とあって、さすが頑張るところは頑張る、

緊張をゆるめるところはきちんと 

ゆるめてましたね。 

1年生は初めての体育大会と 

あって緊張しながらも頑張っていましたね。 

女子の棒引きはやっている本人でもびっくりするほど

ザ・女の戦いでした。棒に向かっていく女子の目にはなん

だか鬼気迫るものがありました。 

男子は騎馬戦でつかみ合っているところを見ていると上

下関係なし！という感じがしました。 

体育大会で、行事毎にクラスは団結していくんだと思いま

した。 

熱いたたかい、みなさんお疲れ様でした！ 

 [PN:ひよこ] 

まったく突然の警報でしたね～ぇ。 

「警報が出てるよ。」の声に、急いでパソコンで確認すると、

川西市だけ警報。後で聞いた話では、私の住んでいる宝塚では

大した雨ではなかったが、川西では豪雨だったそうです。 

1 年で校外学習を楽しみにしていた人にとって中止は残念だ

ったと思いますが、産社担当の先生たちも、大学への中止の連

絡や今後の対応など、本当に大変だったそうです。これからの

計画への影響も少なくないだろうし…。 

個人的なことですが、ＰＳＡとＰＳＢの授業を担当していま

す。試験が延びたために、授業が３時間連続抜けて１３日間の

空白ができる。特に３年は、すでにディベートの準備と試合日

程を決めているので、頭が痛い!?   [PN：オキサダオ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 白ゆき姫殺人事件 

湊 かなえ【著】 

疑惑の女性の周囲をとり 

まく、「噂話」の嵐。 

「あの事件の犯人、隣の課の城野さ

んらしいよ…」美女 OL が惨殺された

不可解な事件を巡り、一人の女に疑惑

の目が集まった。噂が噂を増幅する。 

果たして彼女は残忍な魔女なのか、 

それとも──。  
四十九日のレシピ 

伊吹 有喜【著】 

妻の乙美を亡くし気力を失ってしまっ

た良平のもとへ、娘の百合子もまた傷心を

抱え出戻ってきた。そこにやってきたの

は、真っ黒に日焼けした金髪の女の子・井

本。乙美の教え子だったという彼女は、乙

美が作っていた、ある「レシピ」の存在を 

伝えにきた 

のだった。 

   

図書貸出数１９８５冊    １０月２０日現在 
 1組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 合計 

１年 44 78 114 99 168 98 ６０１ 

２年 165 118 89 81 104 100 ６５７ 

３年 69 95 209 139 122 93 ７２７ 

図書館では、前半で本を買いすぎて、いま予算的には少しピンチ。

みなさんの要望でかなり買いました。表紙の派手な本がたくさん

あります。テレビ化や映画化された本もけっこうあります。 

北高図書館は静かですが、世の中、読書の秋です。（沖 定男） 

 

 

あの日、君とＧｉｒｌｓ 

ナツイチ製作委員会【編】 

あの日、君と一緒に見た光景を、私 

はきっと忘れない。 

人気作家７人がこの一冊のために描い 

た、爽やかで切ない「少女

たち」の物語。きらきら輝

くあの頃の記憶を閉じ込 

めた、この上なくいと 

おしい作品集。 

 

 

 

 

神様のカルテ〈3〉 

夏川 草介【著】 

「医者をなめてるんじゃな

い？自己満足で患者のそばに

いるなんて、信じられない偽

善者よ」。 

美しい信州の情景。

命を預かる仕事の重

み。切磋琢磨する仲

間。温かい夫婦の絆。 

青年医師・栗原一止に訪れた、

最大の転機。 

 

 
真夜中のパン屋さん 

    ―午前１時の恋泥棒 

大沼 紀子【著】 

真夜中にだけ開く不思議なパン 

屋さん「ブランジェリークレバヤシ」に

現れたのは、美人で妖しい恋泥棒―。 

謎だらけの彼女がもたらすのは、 

チョコレートのように甘くて 

ほろ苦い事件だった…。 

 
影に恋して 

赤川 次郎【著】 

平凡な女子高生の矢部克美は、従

妹の“代理”で出席したパーティで、

大学演劇の旗手、坂田法夫と出会い、

たちまち恋におちた。しかし、ライ 

バルも野次馬も多く、恋の前途は 

 多難。「少女」が「女性」として 

一歩を踏み出すまでの危うく 

て、ちょっとホロ苦 

い成長物語。 

 

 
アントキノイノチ 

さだまさし【著】 

杏平はある同級生の「悪意」をきっか 

けに二度、その男を殺しかけ、高校を中退 

して以来、他人とうまく関われなくなってい 

た。 

遺品整理会社の見習いとな

った彼の心は、凄惨な現場でも 

誠実に汗を流す会社の先輩達 

や同い年の明るいゆきちゃ

んと過ごすことで、ほぐ 

  れてゆく。 

 

 
 あなたへ 森沢 明夫【著】 

富山の刑務所で作業技官として働く倉島英二。 

  ある日、亡き妻から一通の手紙が届く。そこには 

遺骨を故郷の海に撒いてほしいと書かれており、長崎 

の郵便局留めでもう一通手紙があることを知る。手紙の 

受け取り期限は十二日間。妻の気持ちを知るため、キャ 

ンピングカーで旅に出た倉島を待っていたのは…。 

サマーレスキュー天空の診療所 秦 建日子【著】 

北アルプスに夏の間だけ開設される診療所がある。 

４０年前、「山で亡くなる人を見たくない」とそ 

の開設に奔走した山荘の男と、その思いに 

応えようと山に入った医師の物語。 
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石川遼自伝 

僕の歩いてきた道 

石川 遼[著] 

１５歳の衝撃デビューから５年、大人

になった石川遼が、はじめて自分の言

葉で語った自伝。 

初めてクラブを握った記憶から両親の

指導と献身、１５歳での初優勝、マス 

ターズ出場の思い出、理想の女性 

像まで語り尽くす。 

 

 冥土めぐり 

鹿島田 真希[著] 

裕福だった過去に 

執着し、借金を重ねる

母と弟。一族の災厄から

逃れたはずの奈津子だ

が、突然、夫が不治の病 

にかかる。だがそれ

は、奇跡のような幸運

だった―夫とめぐる

失われた過去への旅。 

 

 

「日本」を捨てよ  苫米地 英人【著】 

消費増税、経済格差、年金問題―目の前に横たわる

数々の難問。迷走する政府に対して不信感は募る。 

世界ではデモや暴動が頻発するかたわらで、なぜか

立ち上がらない日本人。 

称賛されるモラルの高さは、たんにおとなしすぎる

だけ。自由とフェアネスなき社会で、日本人は「他

人の目」ばかり気にする従順な奴隷と化した。覚悟

なくして幸せはいつまでも実感できない。それでも

あなたは、「日本」にこだわりますか？ 

この国を覆う息苦しさの正体と、脱呪縛の思考。 

 
大統領でたどるアメリカの歴史 

明石 和康【著】 

国際社会をリードする「唯一の超大国」

アメリカ。そのアメリカを率い、世界に

強い影響力を及ぼすアメリカ大統領は

どのような指導力を発揮してきたのか。

初代ワシントンから初の黒人大統領オ

バマまで，歴代大統領の足跡を辿りなが

ら描くアメリカ史。 

 

５０°C洗い驚異の調理法とおいしいレシピ 

タカコ・ナカムラ[著] 

５０℃洗いってなんですか？ 

この一冊で、５０℃洗いの疑問と不安が解

消。調理のコツがすべてわかる。食材別・

洗い方のコツとおすすめレシピを大紹介。 

 

ソウルケイジ 

誉田哲也[著] 

百人を超える死者を出した

列車事故。原因は、踏切内に

進入した飲酒運転の車だっ

た。目の前で死んでいった顔

見知りの女子高生、失った自

分の右腕。元駅員は復讐を心

に誓うが…（表題作）、ほか、

七編を収録。 

フォトエッセイ 希望の大地 

―「祈り」と「知恵」をめぐる旅 

桃井 和馬[著] 

自然への畏怖を忘れ、人間を最も優れた

生物とする価値観が、大震災と原発事故

を経たいま、根本から問われている。 

世界各地の自然や人の暮らし

を取材・撮影してきた著者が、

カラー写真を交えながら、３．

１１後の生き方を考える。 

 

動物で読むアメリカ文学案内 

河島 弘美【著】 

犬のウルフとバックとチャーリー，猫の

プルートー，鯨のモービー・ディック．

さてこの動物たちが登場するアメリカ文

学は？ W．アーヴィングの『リップ・ヴ

ァン・ウィンクル』からスタインベック

『チャーリーとの旅』まで，19～20世紀

アメリカを代表する六つの文学作品をと

りあげ，原文も味わいながら動物という

キーワードで読み解きます 

 

勝てないアメリカ―「対テロ戦争」の日常 

大治 朋子【著】 

圧倒的優位にあるはずの米軍が「弱者」に翻弄される。衛

星通信を使った無人の爆撃機や偵察ロボットなどハイテク

技術を追求するが，むしろ犠牲者は増え続け，反米感情は

高まる。負のスパイラルに墜ちた「オバマの戦争」。従軍取

材で爆弾攻撃を受けながら生き延びた気鋭の記者が，綿密

な現場取材から，その実像を解き明かす。 

逝年 石田 衣良[著] 

娼夫の世界に入って一年、リョウはボーイズ

クラブを引き継いでいた。美貌のオーナー・

御堂静香が刑務所から戻るが、エイズを発症 

していて…。永遠の別れを前に、愛する

人に自分は何ができるのか？ 

忘れられない愛を描く、傑作長編。 

 

 秒速５センチメートル 

深海 誠[原作] 

「来年も、一緒に桜、みれるといいね」魂の

むすびつきを感じた幼いタカキとアカリの無

邪気な願いの行方は―もの悲しく美しい新海

ワールドを映画とは異なる視点で描いたもう

ひとつの『秒速５センチメートル』。 

 

知らないと恥をかく世界の大問題〈２〉 

池上 彰[著] 

２０１１年、アフリカのチュニジアで起き

た政変はアラブ世界の「ベルリンの壁崩

壊」になった。そして、２０１２年、世界

の大国・問題国のリーダーが総入れ替えと

なる可能性もある―。世界が大きく変わろ

うとしているなか、相変わらずもたついて

いる日本はどうなる？どうする？ 

 

日本人なら知っておきたい日本文学 

蛇蔵 海野 凪子【著】 

紫式部、藤原道長、菅原孝標

女、鴨長明…古典の有名人９

人のおもしろエピソードが楽

しめる教養コミック。 

探し物は恋なんです 

白石 まみ[著] 

彼氏いない暦＝年齢のＯＬ、直美

２９歳。仕事も家庭も手に入れた

いと願う、陽子３０歳。お嫁さん

になりたい歴女、麻衣子２７歳。

自分とお金しか信じない女、聡子 

３３歳。女子会好きの現代っ子、 

愛２２歳。仕事に疲れてしまった、千草３７

歳。恋や人生を探しているあなたへ、元気が

でる６つのストーリー。 

 

使える英語 

―アメリカ人はこう話す 

加藤 哲男【著】 

長年、アメリカ相手にビジネスを繰

り広げてきた著者による実践的英

語の書。１.知ってる単語の知らな

い意味、２.ビジネス英語の法則、

３.アメリカになじむために…ほか 

 

 

ひなこまち 

畠中 恵[著] 

身体は弱いが知恵に溢 

れる若だんなの、お悩

み相談室！？ズレてはいる

けど頼りになる妖たちも、

ほんとはみんな困ってる。 

大人気「しゃ

ばけ」シリー

ズ第１１弾。 

 

 

光   道尾 秀介[著] 

真っ赤に染まった小川の水。湖から

魚がいなくなった本当の理由と、人魚

伝説。洞窟の中、不意に襲いかかる怪

異。ホタルを、大切な人にもう一度見せ 

ること。去っていく友人に、どうしても贈り

物がしたかったこと。誰にも言っていない

将来の夢と、決死の大冒険―。 

 
日本と世界の「流れ」を読む経済学 

伊藤 元春【著】 

東日本大震災をはじめ、ユーロ危機、円高・

円安問題、少子高齢化など、多くの困難に直

面している日本と世界。複雑に絡み合った経

済の諸問題を解決する鍵は、いったいどこに

あるのだろうか？著名経済学者が日々のニ

ュースを元に、混迷する経済を読み解く。 

 

ケロベロスの肖像 

海堂 尊[著] 

「東城大学病院を破壊する」―送られて

きた一通の脅迫状。愚痴外来の医師・田

口公平＆厚生労働省の変人役人・白鳥圭

輔の凸凹コンビが、大学病院内で次々に

起こる難事件に立ち向かっていく、大人

気メディカル・エンターテインメント・

シリーズ、いよいよフィナーレへ。 

 

 

百年前の日本語―書きことばが揺れた時代 

今野 真一【著】 

漱石が自筆原稿で用いた字体や言葉の中には，すで

に日本語から「消えて」しまったものがある？──

百年前の書きことばが備えていた，現代では思いも

つかない豊かな選択肢．その後活字印刷がひろまり，

「読み手」が急速に増大したことで，日本語はどの

ように変わったのだろうか．豊富な具体例を通 

じて描く，画期的な日本語論． 

 

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/search.cgi?skey=1&AUTHOR=%8E%D6%91%A0
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