
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はと時計 ２・３月合併号 

恋 愛 
恋、していますか？身近な人に限らず、画面の向こ

うの遠い世界の人や、芸能人… 
今回は、様々なシチュエーション、様々な相手、熱

烈な恋、崇高な愛などなど、恋愛にまつわる本をご紹
介します。きっと、恋する一冊に出会えるはず…！ 
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王道ラブストーリーが好きなあなたに… 
 

『レインツリーの国』 
有川浩著 新潮文庫 2009年 

 
昔読んだ忘れられない本。皆さんもきっ

と、ありますよね。そんな、大切な本の感想
を検索したことから始まる、ちょっと切ない
ラブストーリー。タイトルにもある、レイン
ツリーとは、ネムノキのこと。レインツリー
の国で出会った、幸せを願う二人の行く末は
…。 

 

ラブもコメディも楽しみたいあなたに… 
 

『チョコレート・コンフュージョン』 
星奏なつめ著 メディアワークス文庫 2016年 

 
ちょっとしたアクシデントでチョコレートを渡しただ

けなのに、社内一のコワモテ、龍生に好かれてしまった千
紗。デートに誘われるも、噛み合わない二人はどうなって
しまうのか。千紗サイド、龍生サイドの両方から楽しめる、
ラブコメディ。ゲラゲラ笑ったあと、キュンとなること、
請け合いです！ 
 

せつない系が読みたいあなたに… 
 

『マチネの終わりに』 
平野啓一郎著 毎日新聞出版 2016年 

 
恋愛というものは、なかなかどうして、うまくいくも

のではありません。運命がどうなるかなど、誰にも分か
らないのです。そんな運命に翻弄される二人の話がこの
本です。多くの人達から絶賛され、今年の秋に映画化も
決まりました。デビュー当時は三島由紀夫の再来と言わ
れたほどの作家、平野啓一郎の今世紀最高の恋愛小説。
是非読んでみてください。 

 

恋も勉強も頑張りたいあなたに 
 
『うた恋い。 超訳百人一首』 
杉田圭著 KADOKAWA 

 2010年 
 

恋する人たちのあれこれは今も昔
もあまり変わらないものです。それ
は日本でも同じ。この「うた恋い」
は平安時代の歌人たちの恋模様と愛
を伝えるために読んだ歌などがざっ
くりと分かりやすい訳ともに漫画と
して描かれたものです。古典が苦手
な人もこれを読めばトキメキと一緒
に苦手意識も薄れること間違いな
し！自信を持ってオススメする一冊
です。 

 

ちょっとオトナな恋愛が気になるあなたに… 
 

『下北サンデーズ』 
石田衣良著 幻冬舎文庫 2008年 

 
星の数ほどある小劇団。そんな劇団の宇宙、下北沢で繰

り広げられるストーリー。 

小さな世界に溢れる、役者達の思い。やがて成功を手に
したとき、愛する相手を選ぶのか、仕事を選ぶのか、はた
また全てに別れを告げるのか…小さな街で交錯する泥臭
くも愛しい人間劇、さあ、開幕です。 

 

司書体験メンバー特別号 

 
関西弁、落ち着きますよね… 
 

『白いしるし』 
西加奈子著 新潮文庫 2013年 

 
ある絵を見た夏目は、圧倒された。そしてそ

の絵を描いた「真島昭史」に急速に惹かれたが、
彼には恋人がいた。恋心が暴走し、完璧に「あ
かん人」と化してしまう夏目。恋をしている人
間の、強烈なエネルギーを全身に浴びたい人に
おすすめの一冊です。 

 

話題を生んだセンター試験 
 

今年のセンター試験の古文に出た狐
が姫君を恋い慕う『玉水物語』は京都
大学貴重資料デジタルアーカイブで挿
絵入りの現代語訳で読めます。
（https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/ite

m/rb00013653/explanation/otogi_01） 

 

キツネではなく犬になって人を恋す
る話を紹介しましょう。 

『犬身』松浦理英子著 
朝日文庫 上下巻 2010年 

幼いころから犬になりたいと思って
いる八束房恵は、あの人こそ理想の飼
い主と思える女性・玉石梓に出会う。
そして謎の男・朱尾献が現れ、「犬にし
てやる。そのかわり魂をくれ」と契約
を迫る。そして恋焦がれた梓との犬と
飼い主としての幸せな生活。けれど犬
になった房恵が知ったのは梓のつらい
毎日だった。梓を守りたい、救い出し
たいと、房恵がとった行動は…？ 

 

気持ち、伝われ… 
 

『恋文の技術』 
森見登美彦著 ポプラ社  

2009年 
 

登場人物たちが書いた手紙という
設定の物語。片思いの相手、恋に悩
む友人、おそろしい先輩などなど、
個性豊かな人々に宛てられた手紙
は、どれもその時々の書き手の思い
が伝わってきます。森見ワールド全
開の独特な表現にクスッと笑いつ
つ、手紙がもつ温かみを感じられる
一冊です。 

 

恋と本能のはなし 
 
『モテたい脳、モテない脳』 
澤口俊之・阿川佐和子著  
新潮文庫 2005年 

 
恋愛を、脳科学から考えた一

冊。恋愛とは「互いに相手を恋
い慕うこと」（『広辞苑』より）
だそうですが、この言葉が生ま
れるよりもはるか昔から人は
恋愛をしてきました。脳科学や
進化学の専門家である澤口俊
之さんとエッセイストの阿川
佐和子さんが、ユーモアを交え
ながら「モテる」という現象に
ついて語ります。 

 

挿し絵がユニーク 
 
『High and dry（はつ恋）』 

よしもとばなな著  
文春文庫 2007年 

 
14歳の夕子が恋をしたのは絵

の教室の先生だった。恋に落ち
る瞬間の奇跡を共有する２人。
その一瞬とも永遠とも感じられ
る「奇跡」の描写はまさに初恋！
自分の目に映るもの、心に去来
する感情を丁寧に味わっている
夕子に共感し、応援してしまう
こと間違いありません。 

 

変わり種派のあなたに… 
 

『箱の中』木原音瀬著 
講談社文庫 2012年 

  

刑務所の中で出会った、堂
野と喜多川。冤罪で捕まって
しまい、絶望に打ちひしがれ
る堂野だったが、日々暮らす
うち、不器用だけどやさしく
接してくれる同部屋の喜多川
に、特別な思いを馳せていく
…。ふたりの純愛に思わず涙
があふれます。愛とはなんだ
ろうと考えさせられます。文
芸雑誌『ダ・ヴィンチ』で BL
界の芥川賞と評された一冊！ 

 

色んな恋を楽しみたいあなたに… 
 
「今でもあなたは私の光♪」という
意味の『きみはポラリス』三浦しを
ん著 新潮文庫 2011 年。お互いに
思いあっても実らない恋もあれば、
至上の美しさを持つ片思い。禁断だ
けど崇高な愛…などさまざまな恋
愛の形がわかる短編集です。「簡単
だよ。このひとだと思ったら、すべ
てを捨ててすべてを捧げればいい
だけなんだから」 
私のお気に入りは最初の「永遠に

完成しない二通の手紙」と巻末の
「永遠につづく手紙の最初の一
文」。この二つの登場人物は同じで、
女にモテて如才ない岡田と惚れっ
ぽくお人よしの寺島。でも決して言
えない片思いをしているのは岡田
の方なのでした。 

 

芸能人に恋するあなたに… 
 
『伶也と』 椰月美智子著  

文春文庫 2017年 
  
好きな芸能人やバンドメン

バーと近づけたらあなたはど
うしますか―？バンド「ゴラ 
イアス」のボーカルの伶也に
はまってしまった 32 歳の直
子。その愛と執着は、ファン
の域をどんどん超えていき
…。もうだれにもとめられな
いふたりの行き着く先に目が
離せない！  

 

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013653/explanation/otogi_01
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013653/explanation/otogi_01


『寝ても醒めてもタカ
ラヅカ！！』牧彩子著

平凡社2018年

タカラヅカの街MAPから、劇

場内案内、S・A・Bの席ごとの

楽しみ方、男役・女役のそれ

ぞれのポーズの意味、初心者

にはみんな同じ顔に見えるが、

見分け方などディープなファン

にも楽しめる

イラスト満載

の紹介本で

す。舞台上の

トラブル対処

法など、演劇

が好きな人に

は非常に楽し

く読めます。

『部活女子からトップ
選手まで 女性アスリー
トの教科書 指導者・
保護者が知っておきた
い40のこと』須永美歌子

著 主婦の友社 2018年

心理的な特徴として男性は

勝利至上主義だけど、女性は

仲間とがんばることが大切だっ

たりする。モチベーションをあ

げるにはどうすればいいのか、

月経周期を理解して、試合に

ベストコンディションを持って

いくにはどうすればいいか、骨

粗しょう

症 予 防

にはどう

い っ た

も の を

食 べ れ

ばいいか、など女性アスリー

トの生活をコントロールするの

に参考になる本です。

『みかづき』森絵都著

集英社文庫 2018年

学校教育が太陽だとしたら、

塾は月。教えるのが得意な小

学校の用務員・吾郎は家庭教

師の千

明にす

すめら

れて塾

を開く。

二人は

結婚し

て 、 そ

れから

半世紀。いろいろなことが塾

をとりまく環境で起こってきた。

高橋一生主演のNHKドラマの

原作。

『金栗四三 消えたオ
リンピック走者』佐山和

夫著 潮文庫 2018年

大河ドラマ「いだてん」見てま

すか？天狗倶楽部のノリの良

さや、寄席で平気で寝てしまう

稀代の名人落語家志ん生、杖

に刀を仕込んでいる女西郷な

ど、実在の濃すぎるキャラクター

のなかで、一服の清涼剤のよう

にさわやかな主人公の一人、

日本人初のオリンピック（1912

年ストックホルム大会）走者金

栗四三。マラソンの最中に脱

落し現地で「Missing Japanese

（消えた日本人）」とされ有名

に。日本マ

ラソンの父、

正月の箱

根駅伝の

最優秀選

手 に送 ら

れる賞は金栗四三杯と呼ばれ

ます。

『消滅遺産 もう見ら
れない世界の偉大な建
造物』ナショナルジオグラフィッ

ク編著 日経ナショナルジオグ

ラフィック社

2018年

「ルパン三世 カリオストロの城」

ラストシーンにローマの遺跡が

湖の底から現れますよね。遺

跡となってしまった過去の記

憶にはなんともいえないロマン

があります。この本は湖の底に

埋もれてしまった遺跡、行方

不明となった宝石でできた間、

1500年たち続けた石仏…全て

今はもう見ることのできない風

景の写真を収録しています。

『図説 世界を変えた
100の文書 易経からウィ
キリークスまで』スコット・

クリスチャンソン著 創元社 2

018年

チャールズ１世の処刑命令

書。これにサインした10名は

復讐のために処刑されている。

アンネの日記。ホロコースト

の最も有名な生活記録。

リンカーンの奴隷解放宣言。

シェイクスピアのファースト・フォ

リオ。アラーの言葉が天使ガブ

リエルを通じて詩の形で預言

者ムハンマドに伝えたクルアー

ン（コーラン）等世界を動かし

た文書を美しい写真と解説で

網羅しています。今、映画に

なって公開されている『HHｈH』

に出てくるヴァンゼー議事録も

載っていました。

『こどものための防災
教室 災害食がわかる
本』今泉

マユ子著

理論社2

018年

東海トラ

フ な ど い

つ 大 き な

地震が起こるかわかりません。

防災用の非常食など特別なも

のを買い揃える必要はなく、

ふだんよく買う食べ物で保存の

きくものを多めに揃えましょう。

肉の缶詰でまぜるだけの三品、

野菜ジュースで

手軽に作れる

三品など、ふだ

んから非常食

になれるレシピ

が満載です。

『魚たちの愛すべき知
的生活 何を感じ、何
を考え、どう行動する
か』ジョナサン・バルコム著

白揚社 2018年

カラスが知的な鳥だというこ

とは有名です。タコだって嫌い

な人には意地悪するという研

究があります。でも魚が痛みを

感じている？

テッポウウオは仲間のすること

を観察して練習し、射撃の腕

をあげる（写真あり）し、意識も

ある。

けがを

した仲

間 を

サポー

ト した

例もある。協力して狩りをする

（獲物を追う係と行く手をふさ

ぐ係がいる）魚、ハタがウツボ

を誘って協力して狩りをする

実態など、魚についてリスペク

トを感じさせる本です。

1月29日に作家の橋本
治が70歳で逝去しまし
た。本校にもベストセ
ラーとなった『桃尻語
訳枕草子』があり、

ギイギイいう牛車（くるま）

に乗って行くヤツ！「耳が

聞こえないんじゃないのォ？！」っ

てすっごいイライラする。

自分が乗ってるんなら、そ

の牛車の持ち主にさえカチー

ンとなる。あとをしてんの

にしゃしゃり出て来て、自

分ひとり突ッ走るヤツ！結

局、出しゃばりは子供も大

人も、すっごいイライラす

んのよ！

などと女性の話し言葉
で描いてふるびません。
「15歳の読者でも背伸
びすればわかるものを
書きたい」というサー
ビス精神は、商家で生
まれ育ったためだとか。
『いとも優雅な意地悪
の教本』『わからない
という方法』などわかり

やすい評論もおススメです。
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新しい本のゲーム、やりませんか？

ブリング・ユア・オウン・ブック
3月22日（金）13：00～14：00
図書館にて

準備：自分が持っている本を持参してください
（本校図書館にあって、自分が借りる本でもかまいません）

1.まず、お題を一人引きます。お題は「猫の名前」「高級車の名前」
のようにネーミングを求めるもの、また「10代の日記にある一文」のよ
うに、雰囲気に合うそれらしい文章など様々です。

2.各自、本からお題に合う文や言葉を探します。
見つけたプレイヤーがいたら、宣言して砂時計を返します。砂時計の砂
が落ちきったら発表していきます。

3.全員が発表したら、それぞれ一番良かったと思う人
を指差して、その人がお題
カードをもらいます。
もらったカードの枚数がプレイヤー

の得点となります。
最後にカードが一番多い人の勝ち！

ＯＧ,保護者の方も参加も歓迎します。
Bring your own book!


