中学三年生はその本のテーマを
しおりにする。
高校一年生は人物相関図をつく
る。
高校二年生は本からはみだす物
語 Part2.
。昨年同様、付箋の紙
をたくさんはられている本を提
出。
高校三年生はポップ。

中学生向き（１ｐ～）中
高生向き（ ｐ～）、高
校生向き（ ｐ～）、

き

なかには図書館に行かないと
入手できない本（絶版）もあり
ますのでご注意ください。

中学生以上

2008

『ハチミツドロップス』草野

7/8月合併号
松蔭中高図書館

2018.07.13
編集：眞鍋

お気楽ソフトボール部、通称
「ハチミツドロップス」。キャ
プテンのカズは「カズちゃんら
しく」を演じながら、本音をご
まかして生きてきました。そこ
にバリバリ体育会系の妹たちが
入部して
きて「表
面」おだ
やかな日々
が消えて
いきます。
キャラを
崩すのは怖いけれど、本音を出
さずにはいられない。すっきり
解決！とはいきませんが、読ん
でいると、少しずつ自分らしさ
に近づいていくカズの姿が見え
てきます。（Ｍ・Ｔ）
『ランナー』あさのあつこ著
幻冬舎文庫 2010
長距離走者として期待される高
校 年の碧季。幼い妹のために
陸上部をやめようとするが、妹
を言い訳に敗北から逃げようと
していただけだと自覚する。失
敗して自分を信じられなくなる
ことは誰にでもある。自分の弱
1

さを見つめ、再スタートを切る
のは勇気がいる。悩みを胸にし
まい、無心で駆ける姿を感じて
ほしい。（Ｈ・Ｋ）

1

『カモメに飛ぶことを教え

た猫』ルイス・セプルベダ著
白水 ブックス
2005
中２の英語の教科書に "Zorba's
という物語がありま
Promise"
す。これはその原作です。黒猫
のゾルバは、瀕死のカモメと３
つの約束をします。約束を守る
ため、ゾルバは奮闘します。ド
イツ、ハンブルグの道のあちこ
ちで、猫、ねずみ、カモメといっ
た動物が活躍します。猫って、
人間が思っているよりいろんな
ことがわかっているのかなぁと
思わせるお話です。

『武器より一冊の本をくだ
さい 少女マララ・ユスフ

ザイの祈り』ヴィヴィアナ・
マッツァ著 金の星社
2013
ノーベル平和賞を受賞したマ
ララ・ユスフザイさんのお話で
す。国連で行ったスピーチ

「 One child, one teacher,
one pen and one book can

U

書名
著者名
出版社
出版年
1 テストの花道流 夢がかなう人の勉強術
NHK『テストの花道』制作チーム
河出書房新社
2014
2 ゴールデンスランバー
伊坂幸太郎
新潮文庫
2010
3 八甲田山 消された真実
伊藤薫
山と渓谷社
2018
4 白磁の人
江宮隆之
河出文庫
1997
エレナ・ファヴィッリ, フランチェスカ・カヴァッロ 河出書房新社
5 世界を変えた１００人の女の子の物語
2018
6 沈黙
遠藤周作
新潮文庫
2003
7 人体 失敗の進化史
遠藤秀紀
光文社新書
2006
※ 8 「自分プロデュース」術
おちまさと
ＰＨＰ文庫
2004
9 わたしを離さないで
カズオ・イシグロ
ハヤカワepi文庫
2008
10 こころの処方箋
河合隼雄
新潮文庫
1998
11 道程
高村光太郎
角川文庫ほか
1969
12 ジョゼと虎と魚たち
田辺聖子
角川文庫
1987
13 背教者ユリアヌス 1-4
辻邦生
中公文庫
2017/8
14 イトウの恋
中島京子
講談社文庫
2008
15 永遠にトップをいくためのセールス術
中野麻由美
幻冬舎
2016
16 魔法のコンパス 道なき道の歩き方
西野亮廣
主婦と生活社
2016
17 聖職の碑 新装版
新田次郎
講談社文庫
2011
18 渚にて 人類最後の日
ネヴィル・シュート
創元ＳＦ文庫
2009
19 この一球 野村克也の人生論
野村克也
海竜社
2012
20 さいはての彼女
原田マハ
角川文庫
2013
21 原子炉時限爆弾 大地震におびえる日本列島
広瀬隆
ダイヤモンド社
2010
22 道をひらく
松下幸之助
PHP研究所
2017
23 道ありき 青春編
三浦綾子
新潮文庫
2002
24 花ざかりの森・憂国 自選短編集
三島由紀夫
新潮文庫
1968
25 個性を捨てろ！型にはまれ！
三田紀房
だいわ文庫
2009
26 辺境を歩いた人々
宮本常一
河出文庫
2018
27 大地の子 1-4
山﨑豊子
文春文庫
1994
28 黄昏に眠る秋
ヨハン・テオリン
ハヤカワミステリ文庫
2013
29 冬の灯台が語るとき
ヨハン・テオリン
ハヤカワミステリ文庫
2017
30 赤く微笑む春
ヨハン・テオリン
ハヤカワポケットミステリ 2013
31 夏に凍える舟
ヨハン・テオリン
ハヤカワポケットミステリ 2016
32 インドカレー伝
リジー・コリンガム
河出文庫
2016
33 古代道路の謎―奈良時代の巨大国家プロジェクト 近江俊秀
祥伝社新書
2013
34 目に見えないけれど大切なもの
渡辺和子
ＰＨＰ文庫
2003
東 燿子
※ 35 私の孤独なろんどん
パレードブックス
2015
※ 36 またふたたびの道
李恢成
講談社文庫
1972
37 18歳からの人生デザイン
國分康孝
図書文化社
2009
※のついた本は品切れ・重版未定です。新刊書店で見つけることは難しいので、図書館で探してください。
単行本が文庫化された場合、入手しやすさを考えて文庫を優先して載せています。改版した場合は最新の年を入れています。

夏休みの図書館は9：15～16：45 まで開館しています。
（土日と8/4～19は閉館）
8月22日（水）～31日（金）は小学生対象の夏休み宿題お助け講座
を実施します。自由に壁新聞をつくる企画です。
ゴールドカードとプラチナカードの算定期間は
高３のみ2学期で終了します。
読書運動の各学年優秀作は11月24日（土）まで
図書館で展示します。
松蔭中高図書館
20

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ

はと時計

テ ー マ は「道」 で す 。
「せわしない世の中」をどう生
きるのか、進んでいくのか。松
蔭の状況も世界情勢も大きく
「変化」（韓国と北朝鮮の問題
は、韓国に姉妹校がある分、身
近だ）し、そもそも中高の６年
間は「変化」の多い時期。そん
な中でも「変わらないこと」、
必要なこと、大切なこと、親子
の関係、友、心 …。膨大な情
報や選択肢から「選ん」だ結果
の蓄積としての「道」、選択し
た生き方としての「道」。「道」
の向こうの「未来の自分」「未
来の日本」「未来の世界」。
それぞれの「道」に関する本
を読んで、各学年でオリジナル
の課題に取り組みます。
中学一年生はミニ本を作ろう。
中学二年生は帯を作る。
たき著 講談社文庫

12 6

2018年度全校読書運動「道」推薦図書リスト（高校生向け）

タリバンの銃撃にあいまし
た。マララさんは命の危機

通って教育を受けたいと主
張したために、通学途中に

は 有 名 で す ね 。 2012
年、
歳のマララさんは、学校に

本、一本のペンが、世界を
変えられる。」という一節

change the world.一 人の
子供、一人の教師、一冊の

めでたいどころではありま
せんよね。だって、みんな

んなが正しいんだろうか？」
なんて思うこと、ないです

たんだろうか？みんな普通
に歩いてるけど、本当にみ

私たちは歩きます。でもと
きどき「え、この道でよかっ

ンと熱くなる本でした。う
まく言えませんが、私が生

に 到達 した とい う こと です 。 れ て い る の で す が 、 今 年
お め で と う ！ で も 内 心 で は 歳になる私が読んでも、ジー

か？そう思い始めたら、あ
なたは立派な大人の入り口

きてきたこの道でいいのか
な？と思ってる人、ぜひぜ

後、なんか元気がでます。
この本は中学生向けに書か

湧いてくるかを、ていねい
に教えてくれます。読んだ

すればみんなと合わせなく
ても大丈夫っていう勇気が

と違います。違うことの勇
気をどこから得るか、どう

うね。そんな人は是非読ん
でみてください。（Ｎ・Ｎ）

るので、きっと同じように
疑問に思う人は多いでしょ

るのか？」というのは、理
科の授業でもよく質問され

れます。タイトルの「チン
パンジーはいつか人間にな

難しい専門用語も語りかけ
るように上手に説明してく

りやすく解説してくれる本。
自然選択とか共進化とか、

2

58

15

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ

にあいながらも、今なお、
教育の大切さを訴え続けて

が通っている道が違うと思
えてしょうがないんですか

『大事なことはみーんな

います。どんな状況でも自
分の進むべき道を見失わな

猫に教わった』 スージー・
ベッカー著 小学館文庫

1998
私たちが猫から学ぶのは
自分勝手に生きる方法です。

ひ読んでみてください。
「よっしゃ、この道でいい

からなんですね。
んだ」って思えてくるんじゃ
そんなあなたに、「いや、 ないかな。（Ａ・Ｎ）

自分勝手に生きて許される
にはどうすればいいのか、

いマララさんの物語を、ぜ ら。そして人と違う道を行
ひ読 んで ほし い と思 いま す。 く の は か な り の 勇 気 が い る

そして、この本を読んだ後
は、ぜひマララさんのスピー

あなたはいっけん少数派か
もしれないけど、それもま

19

『チンパンジーはいつか
人間になるの？ おどろ
き動物進化学』 熊谷さと

Englishのナレーションがついている洋書絵本もありますよ。（2020年までの試験運用）

猫はそれを教えてくれます。
（「訳者

ワードをくれますので、それでスマートフォンやPCで読みましょう。返却しなくても二
週間後、自動的に読めなくなります。この機会に神戸市立図書館を利用してみませんか？

まえがき」
から抜粋）
この本は、

『ビルマの竪琴』は神戸市立図書館の電子図書館で読むことができます。生徒手帳を
見せれば登録できます。利用者登録していれば、そのカードと申込書を出せばIDとパス

し著 偕成社
2009
生物が歩んできた道、つ
まり「進化」のことをたく
さんの例を出しながら分か

書名
著者名
出版社
出版年
Multnomah
1 Do Hard Things: A Teenage Rebellion Against Low Expectations Alex & Brett Hariss
2008
2 蝿の王
W.ゴールディング
集英社文庫ほか
2009
3 図書館戦争
有川浩
角川文庫
2011
4 ボクの音楽武者修行
小澤征爾
新潮文庫
1980
5 妖怪アパートの幽雅な日常1～１０
香月日輪
講談社文庫
2008-2014
6 それでも日本人は「戦争」を選んだ
加藤陽子
新潮文庫
2016
7 戦争まで 歴史を決めた交渉と日本の失敗
加藤陽子
朝日出版社
2016
8 地球のかたちを哲学する
ギョーム・デュプラ
西村書店
2010
9 ぶどう畑で見る夢は -こころみ学園の子どもたち小手鞠るい
原書房
2018
※ 10 中・高校生のためのやさしい地球温暖化入門
後藤則行
あすなろ書房
1998
※ 11 三色ボールペンで読む日本語
齋藤孝
角川文庫
2005
12 育てたように子は育つ
佐々木正美
小学館文庫
2007
13 一号線を北上せよ
沢木耕太郎
講談社文庫
2006
14 高村光太郎詩集
高村光太郎
新潮文庫等
1950
15 アルジャーノンに花束を
ダニエル・キイス
ハヤカワ文庫
2015
16 かがみの孤城
辻村深月
ポプラ社
2017
17 舞台
西加奈子
講談社文庫
2017
日本能率協会マネジメントセンター
18 中学生・高校生のための手帳の使い方
能率手帳プランナーズ監修
2014
※ 19 本日は、お日柄もよく
原田マハ
徳間文庫
2013
20 地球の長い午後
ブライアン・W・オールディス
ハヤカワ文庫SF
1977
21 よろこびの歌
宮下奈都
実業之日本社文庫
2012
※ 22 アメリカ居すわり一人旅
群ようこ
角川文庫
1991
23 ラオスにいったい何があるというんですか？
村上春樹
文春文庫
2018
24 ランチのアッコちゃん
柚木麻子
双葉文庫
2015
25 小さな家のローラ
ローラ・インガルス・ワイルダー
朝日出版社
2017
26 16歳の語り部
雁部那由多, 津田穂乃果, 相澤朱音 ポプラ社
2016
27 弁当屋さんのおもてなし ほかほかごはんと北海鮭かま
喜多みどり
角川文庫
2017
28 東京するめクラブ 地球のはぐれ方
村上春樹, 吉本由美, 都築響一
文春文庫
2008
※印の付いた本は品切れ・重版未定です。新刊書店で見つけることは困難なので学校や公共の図書館を利用しましょう。

チを読んでみてください。
（Ｉ・Ｉ）

2018年度全校読書運動「道」推薦図書リスト（中学・高校生向け）

『弱虫でいいんだよ』

出版年
2017
2010
2010
2017
2003
2013
2006
2003
2011
2008
2009
1998
2010
1998
2008
1959
2015
2008
2012
1990
1982
2005
2007

ちくまプリマ―

ヴィヴィアナ・マッツァ

恩田陸
片桐仁
片桐仁
草野たき
熊谷さとし
小松左京
近藤雄生
スージー・ベッカー
菅野仁
竹山道雄
辻信一
ドクター・スース
中谷彰宏
三浦綾子
吉野源三郎
ルイス・セプルベタ
岩附由香, 白木朋子, 水寄僚子

出版社
Candlewick
幻冬舎文庫
幻冬舎文庫
講談社文庫ほか
幻冬舎文庫
金の星社
新潮文庫
講談社
講談社
講談社文庫
偕成社
ハルキ文庫
岩波ジュニア新書
小学館文庫
ちくまプリマー新書
新潮文庫ほか
ちくまプリマー新書
河出書房新社
ＰＨＰ研究所
新潮文庫
岩波文庫
白水Ｕブックス
合同出版

んざらではないよ」と背中
を押してくれる本がこの本

著者名
Mac Barnett and Jon Klassen
あさのあつこ
有川浩
有川浩
五木寛之

辻信一著

書名
Triangle
ランナー
阪急電車
旅猫リポート
運命の足音
武器より一冊の本をください
夜のピクニック
粘土道
ジンディ・ジョーンズ～感涙の秘宝～粘土道2
ハチミツドロップス
チンパンジーはいつか人間になるの？
見知らぬ明日
旅に出よう―世界にはいろんな生き方があふれてる
大事なことはみ-んな猫に教わった
友だち幻想
ビルマの竪琴
弱虫でいいんだよ
きみの行く道
14歳からの人生哲学
夕あり朝あり
君たちはどう生きるか
カモメに飛ぶことを教えた猫
わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて

です。「弱虫でいいんだよ」っ
て、ふつうはなぐさめのこ
とばですが、この本はちょっ

1
2
3
4
5
6
7
※ 8
9
10
11
※ 12
13
※ 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

新書
2015
みんなが通る道を、いい
か悪いかあまり考えないで

2018年度全校読書運動「道」推薦図書リスト（中学生むけ）

すぐ「進路」という言葉を
連想してしまいます。著者

『道あり
き―青春

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ
『テストの花道流 夢がか
『テ
な う人の勉強 術』 NHK
ストの花道』制作チーム著

編』 三浦
綾子著

『道をひらく』 松下幸之
助著
研究所
PHP
1968
「道」というテーマで、
最初に思い浮かんだのがこ

創業者です。昭和 年代に
書かれた古いものですが、

の國分康孝氏は日本のカウ
ンセリング心理学をリード
座右の銘は「
Courage
to
be
2002
（ あり たい よう に あれ ）」 。
旭川出身
この不安な時代に、自分ら の女性作家、三浦綾子さん
見開き ページの短いエッ
セー集で、とても読み易い

新潮文庫

の自伝小説。戦前・戦後を
生き、教師として真剣に子

してきた実践家・研究者。

率的に勉強する方法を見出
している。勉強ができない
しい道を選ぶ勇気を与えて
くれる一冊です。自分が高
どもに向かい合った作者が、 です。「『大ベストセラー』
敗戦による価値観の一変に、 ですごくいい内容だ。」と、

の本です。著者の松下幸之
助さんは、パナソニックの

人は、つまずいたときに工
夫もせずにあきらめてしま
校生のときにこんな本に出
会いたかった、と真剣に思
私も知人から薦められ読ん
でみたのですが、心にすっ

河出書房新社
2014
勉強ができる人は、自然
と勉強の仕方を工夫し、効

う。勉強の仕方は人それぞ
れだが、勉強方法は、ほと
います。（Ｓ・Ｓ）

すべてを信じることが出来
なくなり、心も体もボロボ
と入り、分かっているがで
きていないこと、発想の転

る。自分で勉強法を見出す

んどの人が良い方法だと思
える「王道」がいくつもあ
ロになっていく。死の病に
なり、自分の犯した罪（教
換、新たな気づき……様々
な刺激と癒しがあり、大好

『魔法のコンパス 道なき
道の歩き方 』西野亮廣著
え子たちを戦争に駆り出し
たこと）の結果だと、自暴

になった「はねるのトびら」
からどんな道をたどってい

のプペル」を制作した同世
代の彼が、ゴールデン番組

事実が記されています。
（Ｍ・Ａ）

い再び生きようとの想いに
なったのか・・・・感動の

自棄 にな る。 そん な作 者 が、 き な 一 冊 と な り ま し た 。 若
どのようにキリストに出会 い皆さんにもきっと共感で

恩田陸著 新潮文庫
2006
ただ夜の道を歩くだけの
学校行事。特にどうという
ことはない。けれども夜道
を歩く高校生たちには彼ら
ならではの悩みがあり、楽
しみがある。そしてもちろ
ん恩田陸らしい謎もある。

『運命の足音』 五木寛之
著 幻冬舎文庫
2003
自伝的な序章から始まり、
人間や人生、運命、宗教な

意味を見いだしていく。彼
女らに比べるとあの頃の自
分は幼く、もう少し前向き
に行事に参加すればよかっ
たと後悔もする。
「僕の前に道はない／僕の
後ろに道はできる」と詠ん
だのは高村光太郎であるが、
道を歩いているとき、歩く
者にそこが道であるという
感覚はない。道は振り返っ
てこそ道であったと理解で
きるのである。しかし、こ

『夜のピクニック』

『ビルマの竪琴』 竹山道
雄著 新潮文庫
1959
今のミャンマーをビルマ
と呼んでいた時代のお話で
す。ある日本人兵士が太平
洋戦争中、竪琴の音色で隊
員たちを慰め続けた。そし
て終戦となったが、ビルマ
のジャングルで戦死した大
勢 の仲 間の 死を 弔 うた めに 、
その日本人兵士は僧侶にな

中高時代に「こんな行事、
何の意味があるんだろう」
と文句を言ったあれもこれ
も、やりきった後や卒業し
た後、思い起こせばそれな
りに自分で意味を見いだせ
た。作中の
人物たちも
最初は文句
も言うが、
歩きながら
彼らなりの

の作品世界の行事を擬似体
験することで、読み手には
振り返ることを待たず、そ
のときにそれが道であると
気づいてほしい。そして、
道の上に何かを見いだせる
ようになってもらいたい。
（Ｔ・Ｍ）

り日本に帰ることなく現地
に残り一生を終えることを
決めた。
戦争 の愚 かさ だ けで なく 、
主人公が残りの人生をかけ
て選んだ仲間の弔いの「道」
に中学生だった私は、強く
疑問を持ったことを思い出
します。その後、次第に彼
の戦友への強い思いが理解
できるようになり、深く感
銘を受けました。皆さんが

（Ｙ・Ｋ）

き、生きていく上での指針
を与えてくれるはずです。

たのかを知りたくて読んで
みました。これから社会に
出て行く高校生向きです。

40

たくさん盛り込まれている
一冊です。（Ｔ・Ｓ）

1

主人公であれば、どのよう
に考え、人生の「道」を決
断されるでしょうか。
（Ｋ・Ｍ）

と こ ろ ま で い か な か っ た の 主婦と生活社
2016
なら、人が見出した「王道」
作者はお笑い芸人キング
を一 度真 似し て みた らい い。 コ ン グ 西 野 。 「 え ん と つ 町
やり方しだいで勉強の捉え
方が変わるかもしれない。
（Ｔ・Ｈ）

『 歳からの人生デザイ
ン』 國分康孝著 図 書文化
社
2009
立場上、「道」と聞くと

歳からの人生哲学』

かわいらしい猫のイラスト
とともに、「毎日おんなじ
ものを着たって大丈夫」と
いった『猫の教え』が書か
れています。ここにある内
容を自分の生活にあてはめ
て、「なるほど、そうか！」
と納得できた人は、かなり
の猫好きだと思いますよ。
（Ｎ・Ｏ）

『
中谷彰宏著
研究所
PHP
2012
「こうすれば人生は絶対に
うまくいく」という人生の
道しるべは、残念ながらな
いのです。だからこそ、自
分でたくさん考えないとい
けま せん 。考 え るた めに は、
どんな視点で物事をとらえ
るかが大切です、中学生・
高校 生だ から こ その 悩み も、
著者が示してくれる視点か
ら捉えると違って見えてき
ます。そんなアドバイスが

18
3

18

14

半島からの引揚者である著
者の長らく語られることの

どについて語られる随筆集
です。特に序章では、朝鮮

という幻想から自分自身を
解き放つことです。

迷い道。そこから抜け出す
方策はただ一つ。「友だち」

がおそらく一度は経る、友
だちづきあいや人間関係の

代史の概説書ともいえる壮
大な歴史ドラマです。著者

五十嵐健治の波瀾万丈な人
生を描いた本作は、日本近
んでいく道を、読者も追体
験した気になれる良作です。

う魅力的な人間が前進した
り後退したりして逞しく歩

日本初のドライクリーニ いは、本作でも重要な役割
ング 店「 白洋 舎」 の創 業 者、 を 果 た し ま す 。 五 十 嵐 と い

「道」
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なかった壮絶な過去が明ら
かにされます。生きるとい

『白磁の人』 江宮隆之著
河出文庫
1997
日本が植民地化した朝鮮

悩める世代には、『道あり
き―青春編』 もおすすめで
（Ｍ・Ｆ）
す。

『阪急電車』 有川浩著
幻冬舎文庫 2010
阪急電車の本を推薦します。
この本では電車に偶然乗り
合わせた人との関わりがそ
の人物の生活や人生そのも
のを変え、大切な人との出
会いの場になることを描い
ています。この本は、登場
人物に焦点を当てたショー
トストーリーで構成されて
いるため、飽きずに楽しめ
ると思います。この本を読
めばほんの些細な出会いが

村光雲の後、芸術の道を志
すも当時の芸術界からは受
け入れられなかった。 歳
で智恵子と結婚したころに
この「道程」を発表。自分
の道を切り拓いて行く強い
決意を込めた、この詩は自
分の人生の転機を迎えると
きに、広く読み継がれてい
ます。これからの将来に向
けて、大学生や就職、家族
を養っていくというような
思いを、さまざまに受け止
半島で、李朝白磁の美に心 めていただきたい。ちなみ
酔し、それを生みだした朝 に、智恵子を失ったころか
鮮の文化や風土、朝鮮人を ら、光太郎は（修学旅行で
愛し た日 本人 浅川 巧が い た。 訪 れ る ） 岩 手 県 の 盛 岡 や 花
彼は民族服を着、朝鮮語を 巻周辺に住まいするように
使い、朝鮮人と親しく交わっ なります。
た。映画化もされた。時代
昔、訪れた高村光太郎記
が ど う で あ れ 、 彼 の よ う に 念館を思い出し、
生きてみたい。（Ｍ・Ｓ）
取り上げてみま
した。（Ｔ・Ｏ）

『道程』 高村光太郎著
角川文庫ほか 1997
高村光太郎は偉大な父高

自分の歩むべき道について

『夕あり朝あり』 三浦綾

『ゴールデンスランバー』
伊坂幸太郎著 新潮文庫
2010
『見知らぬ明日』とはま
た違った形で、ある男性の
普通の日常が崩れていく姿
が描かれています。恐ろし
い陰謀に巻き込まれて犯罪
者とされ、次から次へと逃
げ道が閉ざされていく場面
は 、緊 迫感 に満 ち てい ます 。
それでもなお、周囲に助け
られながら抜け道を作り上
げていく姿を読みながら自
然と応援してしまいます。
自分がこの男性の立場だっ
たなら？考えながら読んで
みましょう。
（Ｓ・Ｍ）

『またふた
たびの道』
李恢成著

講談社文庫
1972
日本の敗戦によるサハリ
ンからの辛うじての帰国。
劇変する状況、分断された
祖国、一家離散の家族の悲
劇。インターナショナルな
視座から時代に正面し、た
じろがぬ、常に真摯に力走
する在日作家・李恢成の渾
身のデビュー作。

Triangle is a cute
picture book about
two shapes: a triangle,
and a square. The story is quite simple. It
is just about Triangle trying to play a
sneaky trick on his friend. However, if you
try to read more deeply into the story, you
may start to wonder about the road full of
shapes “with no names” that they run
through, and what that road might be
representing.
R. W.

思えるでしょう。
（Ａ・Ｍ）

and Jon Klassen
Candlewick 2017

1990

はキリスト者として有名で
すが、キリスト教との出会

子著 新潮文庫

うことはどういうことなの
かを考えさせられると同時
に、五木寛之という人間の
魅力や懐の大きさを気づか
せてくれます。決して押し
つけがましくないところも
魅力の一つでしょう。これ
から人生という名の長い道
のりを歩むみなさんの道し
るべとなるのではないでしょ
うか。

『友だち幻想』 菅野仁著
ちくまプリマー新書
20
08
中学生のみなさんにいつ
もおすすめする本書は、友
だちとの付き合いの根本を
説く指南書といえるでしょ
う。多感な年頃のみなさん

レリー
ナ、数
学者、
大統領
……
Re
〈反骨心をもった、
bel Girls
勇敢 な女 の子 た ち〉 に贈 る、
すべて本当にあった、とびっ
きりのポジティブストーリー
! !大 き な 夢 を も ち 、 自 分
の力を信じて道をきりひら
いた 100
人の女の子。ぜんぶ
世界のどこかで、本当にあっ
たお話です。（Ｔ・Ａ）

『個性を捨てろ！型には
ま れ ！ 』 三 田紀 房 著 だい
わ文庫
2009
ちょっと古い本ですが、
ドラゴン桜の作者による自
己啓発本のような、人生の
一つの考え方を示したよう
な本です。型にはまるから
こそ の型 破り を 可能 とす る、
何とも矛盾したような言葉
ですが、読めばなるほどと

4
17

31

“Triangle”
Mac Barnett

2003

ものすごく、おもしろいです！
以下、あちこちから見つけてき
た紹介文です。「維新後間もな
い日本の奥地を旅する英国女性
を通訳として導いた青年イトウ
は、諍いを繰り返しながらも親
子ほど年上の彼女に惹かれてい
く―。イトウの手記を発見し、
文学的背景もかけ離れた二人の
恋の行末を見届けたい新米教師
の久保耕平と、イトウの孫の娘
にあたる劇画原作者の田中シゲ
ルの思いは…。」「私とあなた
はまた旅に出ましょう。」「日
本が西洋と出会ったばかりの時
代の、切ない恋の物語。」「文
学史上屈指の『通訳文学』の誕
生である。」

『黄昏に眠る秋』
『冬の
2013
灯台が語るとき』 2017
『赤く
微笑む春』 2013
『夏に凍える
舟』 2016
ヨハン・テオリン著（ハヤカワ
文庫、ハヤカワポケットミステ
リ）
私は北欧ミステリも大好きで
す。例えば、ヨハン・テオリン

『君たちはどう生きるか』
吉野源三郎著 岩波文庫

女の子の物語』エレナ・ファ
ビッリ／フランチェスカ・カヴァッ
ロ著 河出書房新社 2018
スーパーモデル、活動家、バ

原作を読んだ後に映画を観るか。
どの作品でも悩ましいところで
すが、私の場合は映画を観た後
に原作を読むことのほうが多い
です。映画では描かれなかった
登場人物の心情やエピソード、
あるいは違った展開や結末など
も楽しみのひとつ。（Ｈ・Ｍ）
『こころの処方箋』河合隼雄
著 新潮文庫
1998
臨床心理学者でありカウンセ
リングを手がけた著者が、普段、
私たちがこころのどこかでは納
得しているが、なかなかことば
にできないようなことをエッセ
イとしてまとめたものです。な
るほど！と思うことがたくさん
あります。一つずつのテーマは
短く読みやすいですが、内容は
深く、考えさせられるものです。
是非、読んでみてください。
（Ｍ・Ｔ）

さんはスウェーデンの方ですが、
この四冊、エーランド島（バル
ト海に浮かぶスウェーデンで二
番めに大きい島）四部作を読む
と、スウェーデンという国の社
会的、文化的、歴史的な事柄も、
自然も、老若男女たくさんの登
場人物たちの姿も、くっきりと
立ち上がってきます。ミステリ
という娯楽小説の枠を借りて、
こんなことをやってのける！す
ばらしいと思います。私は、シ
リーズを通して登場するイェル
ロフというおじいさんがとても
好きです。彼がたどってきた人
生の道、
皆さ ん に
もた ど っ
てほ し い
な あ 。
（Ｍ・Ｕ）
テーマ「道」より連想した好
きな音楽「くるり」の「ハイウェ
イ」が劇中に流れる映画より
『ジョゼと虎と魚たち』田辺
聖子著 角川文庫
1987
映画を観た後に原作を読むか、

てる』 近藤雄生著 岩波ジュ
ニア新書
2010
著者は就職せずに、旅を
しながらライターをする道
を選んだ。日本の常識が世
界の非常識だとわかる。
（Ｍ・Ｓ）

『旅に出よう―世界には
いろんな生き方があふれ

葉もありますが、日本の誇
る SF
作家の作品です。興味
のある方はどうぞ。
（Ｓ・Ｍ）

『世界を変えた１００人の

のに、なぜ私たちの生活と
こんなにも違うのでしょう
か？世界の児童労働をなく
すためには、まずは知らな
いということをなくすこと
が大切です。恵まれた環境
にある先進国の私たちが、
無知であることで、貧しい
発展途上国、しかも一番弱
い立場の子供たちが傷つい
ています。私たちの知らな
い貧しい地域の子供たちに
敷かれた“道”をぜひ知る

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ
江戸後期から明治に至る、柳田
民俗学誕生以前の民族探訪の実
際と先駆者四人の生涯。」著者
の宮本常一さんも民俗学者。徹
底したフィールドワークと分析
で、生活の実態に密着した研究
を行いました。民俗学、おもし
ろいよ！
『イトウの恋』中島京子著
講談社文庫
2008
「『道』と言えば『旅』でしょ？」、
異文化交流、ある意味恋愛の物
語を、ひとつ紹介します。イギ
リス女性イザベラ・バード。彼
女は、当時としては珍しい女性
旅行家として、世界中を旅しま
した。そして彼女は、明治時代、
日本の奥地（東京から日光、新
潟、日本海側から北海道に至る
北日本）を旅する（もちろん、
ほとんど徒歩！道なき道を歩く、
歩く！）のですが、そのとき、
通訳兼従者として伊藤鶴吉とい
う日本の男性を雇います。この
事実をもとに、中島京子さんは
想像力を膨らませ、「イトウの
恋」を書いてくださいました。

社
『ジ ン デ ィ ・ ジ ョ ー ン ズ
感涙の秘宝～粘土道 』
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自分を大きく変えるきっか
けになると感じることがで
きるでしょう。この本を読
むと、皆さんがこれまで考
えもしなかった「道」に出
会えるかもしれません。
（Ｙ・Ｏ）
1982
お父さんを３年前に亡く
した中学２年生、「コペル
君」こと本田潤一君が、日
常生活で直面するさまざま
な問題を通して、母方の叔
父さんと、「生き方」を考
え て成 長し て行 く 物語 です 。
こんな時どうするかな？と
考えながら読んでほしいで
す。また、コペル君や友達

8

2

『粘土道 』 片桐仁著 講談

片桐仁著 講談社
2011
コントユニット「ラーメ

で働きつづけて。』 岩附
由香＋白木朋子＋水寄僚子
著 合同出版
2007
世界には奴隷のように働
かされている子供たち（
歳 未 満 ） が 億 1800
万人も
います。みんな同じ子供な

が 、 そ の 行 動 に 出 た 気 持 ち ことから始めてください。
『旅猫リポート』 有川浩
も想像してみてくださいね。 『 見 知 ら ぬ 明 日 』 小 松 左 著 講談社文庫
2017
是非、読んでみてください。 京著ハルキ文庫
そこに道があれば旅をし
1998
（Ｍ・Ｔ）
今日から明日、明日から たくなるものです。この本
『 わた し 歳 、カ カ オ 畑 明後日と、日常も道と同じ の主人公は猫のナナ。ナナ
ように続いてると疑いもな
く考えていませんか？ある
とき急に、何か想像もしな
いことが起きて明日が定か
でなくなったなら…そんな
こと を考 える こと ので き る、
小説です。少し難しい言
SF
ンズ」よりも、 テレ「シャ
キーン！」や「ピタゴラス
イッチ」に出ている人と言っ
たほうがなじみ深いでしょ
うか。多摩美術大学卒の才
人、片桐仁の粘土作品集２
冊です。身近なものを、こ
れでもか！と過剰にデコレー
ションした造形は禍々しく
もナンセンス。細部にいた
るまでじっくり眺めてくだ
さい。（Ｈ・Ｍ）
E

て変わっていくんですから。」
たくさんの文字を読むのが
たその道筋がよくわかる仕 ることが、人間性にも深み
掛け 絵本 です 。年 齢問 わ ず、 を 持 た せ る も の だ と 感 じ ま

が現代の科学者も驚く想像
力で地球の形をとらえてき

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ
の飼い主サトルはある事情
があって、ナナを飼うこと
苦手な人も、カラフルでユ
ニークな絵を見ながら楽し

ても、いろいろな人と出会
い、多くの経験をし体験す

ができなくなってしまいま
す。そこで、サトルはナナ
科学が苦手な人も楽しめま
す！ぜひご覧ください。
私に大きな勇気をくれた本
でした。

す。この本は私が高校時代
に読んだ本ですが、当時の

の新 たな 飼い 主 を探 すた め、 め る 本 だ と 思 い ま す 。 た だ
ナナとともに長い旅に出ま し、ひとつひとつの言葉を

『ボクの音楽武者修行』

（Ｋ・Ｙ）

大事にじっくり読んでくだ
さいね。（Ｍ・Ａ）

す。ナナの気持ちがとても
リアルに描かれていて、も

西村書店
2010
今や地球は丸いと誰もが

ギョーム・デュプラ著

と、ものすごい勉強量でコ
ンクール入賞を果たし、世

つで単身ヨーロッパに乗り
込み、持ち前のバイタリティー

外にコネも無く、お金も無
かった著者がスクーター一

ンソンの指揮者コンクール
を目指すお話です。当時海

れた小澤征爾さんですが、
その出発点ともなったブザ

公。心が温かくなる素敵な
本です。「困難に向かい合っ

ピーチライターの教えを受
けてどんどん成長する主人

に伝えるかを教えてくれま
す。久遠久美さんというス

話はスピーチを通してどう
やって自分の気持ちを相手

最低な気分でいた中で聞い
た素敵なスピーチ。このお

原田マハ著 徳間文庫 2013
好きだった人の結婚式に
出ることになった主人公が、

小澤征爾著 新潮文庫
1980 『本日は、お日柄もよく』
今や世界的指揮者となら

『きみの行く道』
知っています。しかし、昔々
の人たちは地球の形や空を
界的な指揮者から指導を受
け、数年の修行の末、凱旋

たとき、もうだめだ、と思っ
たとき、想像してみるとい
い。三時間後の君、涙がと

中高生向け

ドクター・スース著 いとう
ひろみ訳 河出書房新社
どのように
とらえてい
公演をする。これがこの本
の大筋ですが、音楽だけで
なく色々な分野で遠回りし

しかして猫は本当にそんな
ことを思っているのかもし

2008
「大事なことは右足を出す
たのでしょ
うか。世界
中の人たち

（Ｈ・Ｙ）
『大地の子 全 巻』山崎豊
子著 文春文庫
1994
日本人残留孤児で、中国人に
養子として迎えられ、育てられ
成長していく物語。日本人であ
るがゆえに、冤罪をかけられ、
酷い仕打ちを受けながらも、力
強く、そして、育ての親や家族
を想い生きていく主人公に心を
打たれる。自らの信念を貫き、
一本の道をまっすぐに信じ、歩
んでいくようである。（Ｈ・Ｗ）
『辺境を歩いた人々』宮本常
一著 河出文庫
2018
「『道』と言えば『旅』でしょ？」、
民俗学の大家についての入門書。
南北の辺境を踏査した、民俗学
の先達の風俗紀行と生涯。以下
は、文庫本のカバーから。「思
わぬことから人を殺めてしまい、
八丈島に流刑となったが、膨大
な風俗地誌『八丈実記』をまと
めあげることになった近藤富蔵。
陸奥にとどまり、民俗学の草分
けとなった菅江真澄。蝦夷地の
ために尽くした探検家・松浦武
四郎。沖縄、与那国、奄美、台
湾…と生活、調査した笹森儀助。

いものですが、決して悲し
いだけではないラストは涙
なしには読めません。猫好
きの人、必読の書です。
（Ｓ・Ｓ）

6
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れない、と感じてしまいま
す。旅の本当の理由は切な

ときに左足を出してはいけ
ないということ。」「道を
進むことです。君自身だっ

経て世界中に
伝播していっ
たかなど、イ
ンド・カレー
の辿った道の
りを踏みしめ
ながら、自身
の視野を広げ
ることのでき
る一冊です。
（Ｍ・Ｆ）
『原子炉時限爆弾』広瀬隆著
ダイヤモンド社
2010
地震列島日本における原子力
発電所をどうするのか。日本に
生きる私たちは今後どう向き合っ
て、どのような「道」を選択し
ていくのか考えなければならな
い。日本は狭い国土の中に 数
基の原子力発電所を有している。
これが福島の震災のように地震
で被害を受けてしまうと放射能
漏れによって土地が汚染され、
琵琶湖まで汚染されると考える
と恐怖しかない。南海トラフな
どにおける大地震が危惧されて
いる中、これからの日本を担っ
ていく皆さんに考えるきっかけ
となってほしいと思います。

4

『地球のかたちを哲学す
る』

編集だということであるが、こ うな目的で造られたのかについ
の中でも「憂国」を特に推薦し ては、依然、謎に包まれており、
たい。軍国主義的というなかれ。 著者がその解明に努めます。わ
はたから見ると狂信的にもみえ ずかな史料と最新の発掘調査を
る信念が切ない。ニ・二六事件 用いて、謎解きが進められます
を授業で取り上げるとき、どう が、すべてが解明されるわけで
しても否定的に取り上げざるを はないところが歴史研究の醍醐
得ないが、このような事件の中 味。そのもどかしさも含め、我々
に、自分の人生を、命を懸けて の好奇心を刺激してくれること
あがいた人々がいるのだと再確 でしょう。
認してしまう作品である。覚悟 『インドカレー伝』リジー・
を決めた若者が最後まで信念の コリンガム著 河出文庫
中で行動する姿を、三島らしく
2016
美しい日本語でつづられている。
数年前、すっかり魅了されて
（Ｓ・Ｍ）
インド・カレーを食べてばかり
『古代道路の謎―奈良時代 いた頃、その歴史を紐解きたく
の巨大国家プロジェクト』 て入手した本書は、まだ分厚い
単行本で、持つ手にずっしりと
した重みを感じながらも貪るよ
うに読んだ、読み応えあるイン
ド・カレーの歴史本でした。近
年文庫化されたこともあり、今
回みなさんにおすすめします。
世界史に興味がある人、グルメ
な人はぜひ一読を。インドの定
番料理のルーツだけでなく、ヨー
ロッパ人がインドと出合って以
降、それらをどのように受容し、
またそれらがどのような変遷を
近江俊秀著 祥伝社新書 2013
高校二年生、三年生のみなさ
んが日本史の授業で古代史を学
んだ際にも登場した「駅路」は、
藤原京や平城京などの都と地方
を結ぶために造られた古代の道
路です。当時としては最高の技
術で造られたこれらの道路は、
直線で幅も広く、長さは六三〇
〇キロにも及んだと考えられま
す。しかしながら、現代の高速
道路にも匹敵する駅路がどのよ

50

の上司のあっこちゃんがラ
ンチを 週間交換しようと
提案してくれる。ランチを
週間交換する中で様々な
出会いがあり、元気が出て
くるという小説です。
（Ｍ・Ｓ）

文庫
PHP

を』 ダ ニエル・キ イス 著
ハヤカワ文庫
2015
中学生には少しむつかし
いかもしれませんが、ぜひ
読んでほしい作品です。知
的障害をもつチャーリイが
手術により天才になるけれ
ど…という話です。とにか
く読んで、感じてほしい。
そして、自分や家族につい
て考えてほしい。純粋にそ
う感じる作品です。
（Ｓ・Ｍ）

おちまさと著

『「自分プロデュース」術』

中野麻由美著 幻冬舎 2016
トヨタのディーラーにおけ
る直販・割賦販売台数全国
位のトヨタトップセールスレ
ディがすぐに役立つ営業ノウ
ハウと考え方を紹介。営業の
「道」を追求して、全国トッ
プにまで上り詰めた著者、実
はみなさんの先輩、松蔭の卒
業生なんです。この本を読む
と、自分にももっとできるこ
とがある、と思えます。

『永遠にトップをいくため
のセールス術』

『この一球』 野村克也著
海竜社
2012
「ぼやきのノムさん」で有
名な野村元監督、野球の取り
組む姿勢や試合での場面を通
しての経験から、生き方に関
するヒントがたくさん書かれ
ています。野球に興味がない
人には難しいかもしれません
が、なにかとためになると私
は感じました。もし良かった
ら手に取ってみてください。
（Ｋ・Ｎ）

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ
ちょっと長いのが難点です てきています。本書は、その
が、青春小説としても読めま 設計変更の繰り返しを他の動
すし、恋愛小説としてもすぐ 物との比較から教えてくれま
れものです。またミステリー す。自分の体に進化の証拠が
小説、アクション小説、ミリ あると思うとなんだか不思議
タリー（軍事物）小説、宗教 な感覚になりますよ。ちなみ
小説・歴史小説としても読め に、話のほとんどが解剖の話
ます。考えてみれば、人間、 なので苦手な人はご注意を。
オギャーと生まれて死ぬまで、
（Ｎ・Ｎ）
青春を過ごし恋愛もし、山あ 『目に見えないけれど大切
れば谷もある長い人生を過ご なもの』 渡辺和子著 Ｐ
すのですから、いろいろな要 ＨＰ文庫 2003
素が絡み合うのは当然。この
仏教の家に生まれ、ミッショ
主人公が歩む人生の道のり、 ン・スクールに通った著者は
ご一緒に探検してみてはいか
歳の時に洗礼を受けたそう
が。図書館にもありますが、 です。ノートルダム清心学園
少し古くて活字が小さいので 理事長として講演会などを行
すが、これも歴史を感じます。 い、数多くの著書を残されま
（Ａ・Ｎ） した。
私は何かに苦しんだり、迷っ
『人体 失敗の進化史』
遠藤秀紀著 光文社新書
たりした時に、渡辺和子さん
の本をよく読みます。著者の
優しい言葉に支えられ、生き
る勇気や力を与えてもらうこ
とも数多くあります。みなさ
んも時間があれば、ぜひ手に
とって読んでみてください。
（Ｎ・Ｏ）

まっている。
二十四時間後の君、涙が乾
いている。
二日後の君、顔を上げてい
る。
三日後の君、歩き出してい
る」
（Ｈ・Ｓ）

『よろこびの歌』 宮下奈
都著 実業之日本社文庫

2006
ヒトって地球上でもっとも
完璧な生物！って思っている
人は多いのではないでしょう
か？ いえいえ、ヒトだって
地球上の生物の１つで、これ
までの進化の道筋でいろいろ
と体のつくり（設計）を変え

『弁当屋さんのおもてな
し ほかほかごはんと北

2012
母親がヴァイオリニスト
である主人公が、音楽大学
附属高校の受験に失敗し、

1

入 学し た高 校で の 物語 です 。 『 図 書 館 戦 争 』 有 川 浩 著
合 唱 コ ン ク ー ル で 指 揮 を す 角川文庫
2011
ることになった主人公が周
主人公の笠原郁は、高校
囲とぶつかりつつ、成長し 生の時に助けられた図書隊
てい く。同 級
の隊員に影響を受け、自分
生それぞれ
も図書隊へ入る道を選択し
の悩みや葛
ます。名前も知らないその
藤も描かれ
人を追いかけ、主人公は悩
ています。
み傷つきながらも様々な困
（Ｋ・Ｓ）
難に 立ち 向か って いき ま す。
『 アル ジ ャー ノン に 花 束 私自身、人との関わりを通
して成長していく主人公に

2004
「自分の道」を歩むには、自
分のやりたいことをやるには、
自分を周りに認めてもらう必
要があります。そのためには
「自分プロデュース」が欠か
せません。この本は、ビジネ
ス・シーンを想定して書かれ
ていますが、実は、人生全般
に生かせることばかり書かれ
ています。自分が変わると、
周りの見る目も変わりますよ。
（Ｔ・Ｓ）
『 沈 黙』 遠 藤 周 作 著 新 潮
文庫
2003
数年前、マーティン・スコ
セッシ監督によって映画化し、
再注目された記憶も新しい作
品である。江戸時代初期に日
本にやってきた宣教師ロドリ
ゴが幕府によるキリシタン弾
圧を受けて苦悩するという話
なのだが、作中の登場人物た
ちの生き方だけでなく、神と
は何か、宗教とは何かという
大きな問題にも迫っている。

『花ざかりの森・憂国』
三島由紀夫著 新潮文庫 1968
三島由紀夫自らが選んだ短

感情移入しながら、その世
界にどんどん引き込まれて
いきました。主人公が選ん
だ「道」の向こうにどんな
世界が待っているのか、楽
しんで読める作品だと思い
ます。（Ｈ・Ｈ）

2016

『それでも、日本人は
「戦争」を選んだ』 加藤
陽子著 新潮文庫

『戦争まで 歴史を決めた
交渉と日本の失敗』 加藤
陽 子 著 朝 日出 版 社
2016
前者は、日清・日露戦争
からはじまり、第一次世界
大戦、満州事変、日中戦争、
太平洋戦争までの、日本の
近代が経験した戦争史を中
高校生向けにした講義録で
あり、後者はその続編のよ
うなスタンスで書かれた、
満州事変から太平洋戦争開
戦までの 年間に絞って、
日本がなぜ戦争への道を突
き進んでいったかを丁寧に

14
7

1

海鮭かま 』 喜多みどり著
角川文庫
2017
どのような道を進んだら
よいか迷ったときに見つけ
たお弁当屋さん。心温まる
お弁当が主人公の気持ちを
ほぐしてくれるという話で
す。おいしそうなお弁当と
人々の温かい心が主人公の
道を開いてくれるという小
説です。

『ランチのアッコちゃん』
柚木麻子著 双葉文庫
2015
主人公が彼に振られて落
ち込んでいるとき、主人公

10

18

1

像するとお腹も空いてきま
す。ぜひ、 巻から 巻ま

果てしなく広い。肩の力を
抜いていこう」…龍さんが

で 読ん でほ しい と 思い ます 。 夕 士 に 言 っ た こ の 言 葉 に 、
「 君 の 人 生 は 長 く 、 世 界 は 私も中高時代に出会いたかっ

10

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ
分析した概説書です。「ネ
トウヨ」と「パヨク」の愚
かで不毛な対立や応酬が人々
の冷静に歴史を視る目を曇
らせてしまっている昨今、
これから日本の道を切り拓
いていくみなさんに読んで
ほしい、「これぞ！」とい
える一級の歴史研究者によ
る本物のお仕事です。
（Ｍ・Ｆ）

『妖怪アパートの幽雅な
日常 巻』 香月日輪著
講談社文庫
2014
両親を早くに亡くした主
人公の稲葉夕士は「妖怪ア
パート」に巡り合い、そこ
で暮らしながら高校生活を
送ってきました。夕士が様々
な人と出会い歩んできた道
がこの巻でさらに拓けます。
個性的な住人、ユニークな
妖怪も共に住む不思議な妖
怪アパートでは、ルリ子さ
んの作る料理が絶品で、想

ら、軽く読むことができる
一冊です。（Ｍ・Ｔ）

『私の孤独なろんどん』
東燿子著 パレードブックス
2015
ある女性が仕事を捨て、
たっ たひ とり で ロン ドン へ。
３１歳から３４歳までの３
年間、彼女に起こるいろい
ろなこと、そのことに対す

読んでいて悲しくなる。し
かし、世の終わりをもたら
す技術を私たちは、この本
が書かれた頃よりもたくさ
ん持っている。技術発展の
道が、一歩間違えば愚かな
結果になることを、どんな
形 で あ れ争 い へ の 道 、
力で平和をつくり出
す道を決して歩んで

た！

Ｙ
(・Ｙ）

『中・高校生のためのや
さしい地球温暖化入門』
後藤則行著 あすなろ書房
1998
地球温暖化は私たち人類
にとって今すぐにでも解決
へのアクションを起こさな
いと取り返しがつかない問
題です。総合学習や Blue
でも取り上げ
Earth Project
ている問題ですが、人類の
未来への道を考える一冊で
す。易しい内容になってい
るので、ぜひ読んでみてく
ださい。
（Ｔ・Ｔ）

『かがみの孤城』 辻村深
月著 ポプラ社
2017
中学生１年のこころは、
友達関係が原因で学校に行
けず、部屋に閉じこもって
いる。ある日自分の部屋の
鏡が光り始め、こころは鏡
の向こう側の世界とつなが
る。そこで出会ったオオカ

『背教者ユリアヌス全

巻』 辻邦生 著 中 公文 庫
改版 「すべての道は
2017
ローマに通ず」とはよく言っ
たもので、ローマ帝国が全
盛の時代には、西は現在の
イギリス、東は中東地域、
南はアフリカ大陸、北はド
イツあたりまでがローマ世
界でした。そしてローマ帝
国は、どんなに遠い所へで
も物資や軍隊を速攻で（も
ちろん当時のスピードです
伊藤 薫 著

山 と渓 谷 社

『八甲田山 消された真実』
2018
新田次郎のベストセラー
になった「八甲田山死の彷
徨」の題材になった 「八甲
田山雪中行軍遭難事故」の

が）輸送できるように「道」
を整備したのですね。その
全盛だったローマが没落し
ていくときの皇帝ファミリー
に生まれるのは、果たして
幸せか不幸せか…（私は不
幸だと思いますが）。そん
な権謀うずまくロイヤルファ
ミリーに生まれた主人公が
どのような人生を送るかと
いう大河ドラマを見るよう
な長編小説です。

に書き表している。自然の
猛威がふるうなか、歩まざ
るをえない彼らから、いか
に生きるかとか、危機管理
など色々なことを考えさせ
られる。

D.H.

生き残りである小原元伍長
への聞き取りを元に、この
雪中行軍に対して真実を証
した書。いかに無謀な計画
の中、進められた行軍であ
るか明らかにしている。と
共に、軍国主義が推し進め
た命 をな いが しろ にす る 道、
準備不足でありながら行っ
た冬山登山の道、のどちら
もが、滅びの道であること
を示している。（Ｓ・Ｔ）

8
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Do Hard Things: A Teenage Rebellion Against Low
Expectations by Alex & Brett Hariss
（WaterBrook Multnomah）
Suitable for both junior high school students and high
school students
Written by twin brothers, Alex and Brett Harris, Do
Hard Things encourages teens to establish higher
expectations of themselves. The authors argue that taking
the hard road can help teens gain motivation to achieve
greater things in life.
The book is written by teens for teens. It's full of real
life examples of teens setting tough
goals and meeting them. It will show
teenagers how higher expectations can
lead to a richer, fuller life.

る彼女の思いがつづられて はいけないことを 読む
います。孤独な生活の中で、 ことで再度認識したい。
しっかりと「自分」を持ち 『聖職の碑』 新田次郎著
続けることができる人です。 講談社文庫
2011
文章もとても読みやすく、
「聖職の碑」は、中央ア
２日あれば読み終えること ルプスの木曽駒ヶ岳におけ
ができます。中学生でも読 る山岳遭難事故を題材とし
める。
（Ｈ・Ｋ）
た新田次郎の山岳小説。当
道 で 思 い 出 す の は 、 暗 い 時の気象学では分からなかっ
た発達した低気圧による天
話 ば か り で す 。『 渚 に て
人類最後の日』 ネヴィル・ 候 悪 化 の
シュート者 創元
文庫
中、登山
中の先生、
生徒の思
いを見事
2009
世界の終末をテーマにし
。全然救いがなく、
た

S
F

4

10

S
F

かったかな・・。そんなイ
ンガルス一家の断片的な映

犬ジャック、キャリーはそ
の当時はまだ生まれていな

な主人公ローラ、草原をロー
ラと走る姿が印象的な飼い

しいメアリー姉さん、少し
おてんばだけど、天真爛漫

込むキャロライン母さん、
お人形さんみたいで可愛ら

と足を止めて自分の生活を
振り返るよいきっかけとなっ

その家族間の小さな喜びや
幸せを感じれたことは、ふ

が織りなす自然や野生動物
を 相手 にし たエ ピ ソー ドや 、

薄になりつつある今の時代
において、インガルス一家

発信、処理され、人と人、
人と自然や動物の関係が希

ものがあふれかえり、何
もかもがスピードにのって

します。手に取ってみてく
ださい。（Ｋ・Ｙ）

考えるきっかけになればと
思い、「書名」だけご紹介

大人がどんなことを考え、
悩んでいるか、を皆さんが

も、人間の根源的な部分は、
昔も今も、そして未来も決

とても切なく感じます。
どんなに医学が発展して

命を受け入れていく主人公
たちの無力感を表していて、

「道」
第四十九回 全校読書運動テーマ

像がいまだに記憶として頭
に残っています。
たのではないかと思います。 カズオ・イシグロ著
（Ｒ・Ｂ）

『わたしを離さないで』

ながらじっくり読んでほし
い 冊1です。（Ｋ・Ｙ）

『さいはての彼女』 原田
マハ著 角川文庫
2013
舞台が北海道と聞くだけ
で私などは爽快感を抱いて
しまうのですが、読み進め
ると、主役は恋に仕事に疲

その家族を取り巻く人々の
日常が、主人公のローラ・

しく、そして慎ましく生活
して いく イン ガ ルス 一家 と、

こで 時2間、「命の洗濯」を
します。
子どもを育てるときに、

と、僕はいつも「相田みつ
を美術館」に行きます。そ

2007
東京に行って時間がある

の紹介から。「処女詩集
『道程』から愛の詩編『智
恵子抄』を経て、晩年の
『典型』に至る全詩業から
精選された百余編は、壮麗
な生と愛の讃歌である。」

りが、もがきな
がらも最後には
粛々と自らの運

るのでしょうか。
淡々と進む語

術の革新が進む先に、どう
いう道が待ってい

気持ちが生まれてきます。
北海道の一本道を爽快に走
るバイクを思い浮かべなが

けながら人と出会い、その
中でさわやかな満ち足りた

しだいに主人公も、読者で
ある自分も、バイク旅を続

してきました。しかし、 iPS れ 果 て た 若 き 女 社 長 、 出 て
細 胞 や ク ロ ー ン な ど 医 療 技 くるのは愚痴ばかり。でも、

ハヤカワ epi
文庫
2008
これまで医学は飛躍的に
発展し、人類の寿命を延ば

してかわらないのではない
でしょうか。ぜひ深く考え

この本はそのドラマのもと
になった原作を、安野 光

『育てたように子は育つ
―相田みつをいのちのこ

き

雅さんが監訳し、たくさん
の魅力的な挿絵をはさんだ

と ば』 佐々木 正美 著 相
田一人 監
(修 小学館文庫

高校生以上

もので、開拓時代の厳しい
厳しい環境のもとでたくま

インガルス・ワイルダ―の
視点を通して語られたもの
です。

ブルが絶えないが、そこは
彼女の好奇心の旺盛さと運
とでアメリカでの体験を切
り開いていく楽しいエッセ
イです。
（Ｍ・Ｓ）

2018
「『道』と言えば『旅』で
しょ？」ということで、こ
の春文庫になった本、紀行

村上春樹著 文春文庫

『ラオスにいったい何が
あるというんですか？』

『高村光太郎詩集』 新
潮文庫など
1950
「僕の前に道はない／僕の
後ろに道は出来る／ああ、
自然よ／父よ／僕を一人立
ちにさせた広大な父よ／僕
から目を離さないで守る事
をせよ／常に父の気魄を僕

沢木耕太郎著 講談社文庫

12
9

2006
「『道』と言えば『旅』で
しょ？」ということで、も
うおひとり。いや、私にとっ
ての「旅を語る人ナンバー
１」は、やっぱりこの方、
沢木耕太郎さん。ホーチミ
ンからハノイまで、幹線道
路をバスで走破するイメー
ジにとりつかれた「私」。
旅人、バックパッカーのバ
イブル『深夜特急』１～６
（新潮文庫）や、『旅する

ミさまと
７人の中
学生たち。
それぞれ
の事情を
抱えながら、７人はオオカ
ミさまに与えられた謎を解
き始める。鏡の世界で過ご
しながら、自分の進むべき
道を探っていく７人の中学
生たち。様々な謎を推理し
ながら、楽しめる一冊。
（Ｓ・Ｓ）

文 集 、 エ ッ セ イ で す 。 村 上 力』（新潮文庫）なんかも、
春樹さんが、アイスランド ぜひ！「道」をたどりたく
やフィンランドやミコノス なること、請け合います。
島やラオスのルアンプラバ
（Ｍ・Ｕ）
ンなどに行って、感じたこ 『 三色 ボー ル ペン で 読む
と を 書 い て お ら れ ま す 。 村 日本語』 斎藤孝著
上 さ ん の 旅 行 記 、 『 遠 い 太 角川文庫
2005
鼓』（講談社文庫）も『辺
道というテーマを聞いた
境・ 近境 』（ 新潮 文庫 ） も、 時 、 一 番 に 頭 に 出 て き た の
おもしろいです。
が、考え方の筋道という意
味での道だった。 色のボー
『一号線を北上せよ』
ルペンで内容を色分けして

『アメリカ居すわり一人
旅』 群ようこ著 角 川文庫

に充たせよ／この遠い道程
のため／この遠い道程のた
め」…あまりにも有名な、
高村光太郎の「道程」。私
の「道」のイメージのひと
つはこれです。この詩も入っ
ている、中高時代に読んで
みてほしい詩集を１冊、挙
げておきます。全部わかろ
うとしなくてもいい。響い
てくる言葉がきっとあるは
ずです。以下は新潮社の本
1991
「アメリカに行けば何かが
ある」と、一人旅した作者
の愉快なアメリカ放浪記。
忍耐力・語学力がなくトラ

3
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『

恵者、反勢力の形成、食べ
物をめぐる争いや群衆心理

が、ニューヨークで鞄を盗
られてしまう。それでも大

相澤朱音（案内役）佐

らどうでしょうか。悲劇の
ヒロインぶったりしないで

果

人公の考え。周りに馬鹿に
されないよう、はしゃぎ過

読むというテーマの本で、
それを実践するとあらすじ
の愚かさ、そして得体のし
れないものへの恐怖。いつ
藤敏郎 ポプラ社
2016
東日本大震災当時、小学
５年生で被災した３人が、
丈夫な自分、を演じようと
する主人公に、いやいやだ

歳の語り部』 （語り
津田穂乃

や論理がより分かりやすく
なるという仕組みである。
か来るかもしれない混沌の
世界で、私たち自身が引き
それぞれの道を歩み、 歳
になって震災のことを語っ

部）雁部那由多

物事の考え方や整理の仕方
について興味のある生徒に
起こすかもしれない問題が
詰まっています。
た本 です 。あ の日 、あ の 時、 め で し ょ ！ と 突 っ 込 み た く
何が起こったのかを理解で なります。でも自分だった
きた最後の世代であり、そ
の体験を自分の言葉で伝え
しょうか。主人公の成長を
ぜひ読んでみてください。

ぎないよう、いわゆる格好
をつけて生きてきた主人公

おすすめである。
（Ｈ・Ｓ）

『地球の長い午後』 ブラ
・オールディス

られる最後の世代として。
その使命感に心打たれまし

イアン・

テーマ「道」より連想し
た漫画「まんが道」の現代
ハヤカワ文庫
1977
地球の自転が止まった遠
い未来、巨大植物が生い茂

『東京するめクラブ 地球

著

の「新宝島」より、スチー
ブンソンの『宝島』、ジュー
た。ぜひ同じ世代の皆さん
に読んでもらいたいです。

的地を結ぶものですが、そ
こからそれていくことで予

文春文庫
2008
道といえば、出発点と目

のはぐれ方』 村上春樹・吉
本由美・都築響一著

（Ｓ・Ｍ）

る地表には驚くべき生態系
と、想像を超える世界がひ

『舞 台』 西加奈 子著
講談社文庫
2017
主人公がまるで自分のよ
うな、近くにいる誰かのよ

期せぬものとの出会いがあ
るものです。たまには効率
の良さから離れて、寄り道

ローラ・インガルス・ワイ
ルダー作 安野光雅絵・監
訳 朝日出版社
2017
ずいぶんと昔、私が小学
校低学年だった時、『大草

知 の道 程を 楽し み まし ょう 。 う な 、 そ ん な 錯 覚 を 感 じ ず
（Ｈ・Ｍ）
にいられない！「みんな何
かを演じている」という主

障害者のための更生施設、
こころみ学園で真摯にワイ
ン用ぶどう栽培に取り組む
約１００人の子供たちの姿
と、その子供たちに誠実に
向き 合う 先生 や職 員の 姿 が、
四季折々のぶどう畑の美し
い描写とともに語られる本
です。文字の大きさや平易
な文構成ながら、障害者支
援、福祉や教育、勤労の意
義、自然の偉大さや雄大さ
を感じ、また、考えさせら

す。」ぶどう畑の開墾から
学校の創設に携わった初代
園長の故川田昇先生の、知
的障害をもった子供たちに
対する厳しくも愛に満ちた
姿勢や数々の言葉に感銘を
受けました。

を し な が ら 進 む の も よ い か その た め
も し れ ま せ ん 。 ぜ ひ こ の 本 のツ ー ル
を参 考に して み てく ださ い。 の一 つ が
（Ｒ・Ｎ）
手帳 で あ
『 中 学 生 ・ 高 校 生 の た め る。 人 間
は、 やる
べきことではなく、周囲の
誘惑や気分を優先して行動
してしまうものである。し
かしながら、「心が変われ
ば行動が変わる 行動が変わ
れば習慣が変わる 習慣が変
われば人格が変わる 人格が

『小さな家のローラ』

変われば運命が変わる」と
いう名言がある。手帳は一
つの手段であって、方法は
何でも構わないが、早くか
ら時間管理・自己管理がで
きるようになってほしい。
（Ｔ・Ｈ）

2018
栃木県足利市にある知的

『ぶどう畑で見る夢は
こころみ学園の子どもた
ち 』 小手鞠 るい著 原書 房

原の小さな家』というアメ
リカ発のドラマが NHK
で放映
されていました。毎週土曜
日の確か夕方１８時２０分
～３０分から始まるそのド
ラマを毎週、兄弟と楽しみ
に観ていたのを思い出しま
す。
超イケメンでフィドルが
上手、家族思い、でもワイ
ルドなチャールズ父さんと、
美人でやさしく家族を包み

な時間を引くと、自由に使
える時間は何時間残るだろ
うか。多くの生徒は高校３
年生になってやっと、それ
までの時間の使い方が非効
率で、無駄に時間を過ごし
ていたことにようやく気付
く。そこで、大学入試まで
の限られた時間の中で様々
なことを効率よく行うこと
が必要となり、時間管理・
自己 管理 をす る よう にな る。

プ
の手帳の使い方』 NOLTY
ランナーズ監修 日本能率協
会マネジメントセンター編
日本能率協会マネジメント
センター
2014
１日は 時間しかない。
授業 、登 下校 、 食事 、入 浴、
睡眠といった生活に不可欠

S
F

（Ａ・Ｂ）

ル・ヴェルヌの『十五少年
漂流記』を推したいところ

16

ろがっていた。そこで生き

版「バクマン」劇場版に流
れる音楽「サカナクション」

16

ですが、より踏み込んだ世
界観のこの２作を。
延びようとする人間 ？
( の
)
『蠅の王 』 ・ゴールディ サ バ イ バ ル は 、 漂 流 記 や 宝
ング著 集英社文庫
2009 島 と も よ く 似 た ワ ク ワ ク 感
どこかで起こっている戦 に満ちているのです。主人
争のさなか、転覆した船か 公とともに、
世界の未

S
F

W

れる内容でした。「人が人
間らしく生きるためには、
ある てい どの 過酷 な労 働 は、
必要なのではないかと思い
ます。どんなことに対して
も『まだできる』とがんば
り、これでもかこれでもか
と挑戦して、汗を流してじ
ぶんのものを築く。そうい
うことのたいせつさがわかっ
たとき、ほんものの人間に
なれるような気がするので

ら脱出し、無人島に流れつ
いた少年たちの物語。いつ
の間にか権力を握る者、知

W
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24

