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平成 31 年 2 月 5 日

桐生第一高等学校図書館発行

「図書館は成長する有機体である。」 （ランガナタン）
寒いですねー！こんな時は外に出たくないですよね。それだったら図書館に籠って読書をしたり、テスト勉強でもしてみま
せんか？！図書館は皆さんが利用しやすいようにリニューアルしています。快適な空間を提供するための工夫もしています。
資料も皆さんのリクエストに応えるべく検討しています。朝は７：１０～開館、昼休みも利用できます。放課後は６：００までやっ
ているのでゆっくり利用できますよ。皆さんが来館するのを待ってまーす！
カウンターの中から見える景色です。
そー言えば、カウンター周辺がプチ・リニューアルしていることに気
付きましたか？イーゼルに立て掛けられた本は「おススメ本」です。
その周囲にある折り紙で作った箱は、新着「おりがみで作る箱」 を
資料に生徒が挑戦した作品です。上手ですね！入り口で出迎え
てくれる切り絵も「切り絵」 という資料を参考にして生徒が作ってく
れた作品です。皆さんの作品も図書館に飾ってみませんか。

遂に英語版「ONE PIEACE」入荷！！
【第１巻】幼い頃ルフィが憧れていた海賊・赤髪のシャンクスとの別れ際のシーンです。
「いつか海賊王になってやる」というルフィに、自分の”麦わら帽子”を被せるシャンクスのセリフは・・・・・・・・。

HMMM...YOU'RE GONNA BE BETTER THAN US, HUH?
WELL THEN...DO ME A FAVOR...
KEEP THIS HAT SAFE FOR ME?
THIS HAT MEANS A LOT TO ME.
PROMISE THAT YOU'LL GIVE IT BACK TO ME SOMEDAY...
...WHEN YOU'VE BECOME A GREAT PIRATE.
＊ do me a favor は、頼みがあって聞いて欲しいときのお決まりフレーズ。
mean a lot to ... は、”～にとって大事である”意味。
そのほかの名シーンはどんな風に表現されているのか楽しみだ！
そしてルフィの決めセリフ「“海賊王”に！！！おれはなる！！！！」の英訳は？
西桐生キャンパスには「CASE CLOSED」（英語版「名探偵コナン」） が入ったぞ！ それ以外にも英語版「ジブリ作品」
が両方の図書館に入ったので相互に貸し出しもできるよ。詳しいことはカウンターで尋ねてね。
【新着情報！】

新しい本がたくさんラインナップしているぞ！
桐生市出身の女優「篠原涼子」 の主演映画「人魚の眠る家」 はたくさんのリクエス
トがあり今回入荷しました。また、東野圭吾の新作「沈黙のパレード」 も入荷。注目
の中学生作家鈴木るりかの「14 歳、明日の時間割」 、昨年度人気 No１の「君たちは

どう生きるか」 は相変わらずの人気です。羽が生えたように軽くなる“最強のダイエッ
ト法”の「ゼロトレ」 も入荷したぞ！

【 雑 誌 リ ク エ ス ト 情 報】
２学期末に図書委員に依頼した「来年度の雑誌購入に関す

るリクエスト」 の状況ですが、残念ながらリクエストの数は少
なかったです。その中から途中経過をお知らせします。「お菓
子作り」 に関する資料が欲しいというリクエストについては既
に「オレンジページ」 という雑誌を入れてありますが、新たに

「パティシエのための製菓技術専門誌」 を入れることを検討
しています。「ペット」 の雑誌を読みたいという要望ですが、

「犬」 と「猫」 の雑誌を入れる予定です。男子の「自動車」
に関する雑誌をとの要望にも応えたいと思います。

新米先生の挑戦は、この 1 冊からスタート！
今回インタビューしたのは、ピカピカの先生１年生の「岡田研司先生」です。社会
科（日本史）を担当、男子バスケットボール部のＨ．Ｃ（ヘッドコーチ）としても日々
頑張っておられます。そんな岡田先生にこの１年を振り返ってもらい、生徒へのメ
ッセージと「おススメ」の本を紹介してもらいました。
Ｑ：先生になって 1 年近くがたちますが、どんな１年でしたか？
Ａ：これまで体験したことのないことばかりで、ガムシャラに過ごしてき
ました。気が付いてみれば「もうこんなに経ってしまったのか。
」とい
う、アッという間の 1 年でしたね。
Ｑ：教壇に立ってみて難しいことは何ですか？
Ａ：正直なところ授業中に寝てしまう子もいるんです。そういう子たちに少しでも興味関心を持ってもらおうと
努力しています。そのために十分な教材研究とたくさんの情報を収集することが大切なんだと思いました。知
らなかったら話せないですから。その意味で、図書館に通う回数が増えましたし、本を読むようになりました。
Ｑ：先生にとって「図書館」てどんな場所ですか？
Ａ：小さい頃から漫画ばかり読んでいて、親から本を読みなさいと言われても反抗ばかりしてました。大人になっ
て本を読むようになってみると、
「図書館」は新しい知識を得られる場所、そして自分を成長させてくれる場所
ですね。
Ｑ：生徒への「おススメ」の 1 冊を紹介してください。
Ａ：「漫画でわかる７つの習慣」です。ラグビー部の監督「霜村先生」に勧められました。自分を振返り、さらに
周囲とのより良い人間関係作りに役立つ 1 冊です。是非生徒の皆さんにも読んでほしいですね。

より快適な空間を目指して、プラズマグラスターを導入しました！
「図書館」の中を点検したところ、書架の本がギュウギュウに詰まっていて本が取り出し
にくかったり、表紙が見えなかったりして「ブラウジング」（探し出すこと）できなかった
りしました。そこでゆったりとした空間作りに努めています。また３台のうち２台が壊れて
いて作動しなかった「加湿器」を破棄して、新たに「プラズマグラスター」（加湿空気
洗浄機）を３台導入しました。快適な空間で読書をしたり、学習に取り組んだりして
下さい。皆の「図書館」です。たくさん利用してください！
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卒業式、学年末試験が終わり、男子諸君は無事ホワイトデーを終えられましたか。いよいよ平成 30 年度も終了です。
ですがちょっとその前に、本を借りたままになっていて返却してないなんてことはないですか？ 本を借りたままになっている
人は、春休みに入る前に一度返却をして下さい。カウンターに返却するか、入口のところに設置してある返却ボックス に入
れて下さい。春休み中（３/23～４/７） は長期で貸し出しをするので、いっぱい借りて下さい。春休み中、午前中は貸し出
しをしたり、館内で自主学習ができますが、蔵書点検や行事予定もあるので利用できる日をカレンダーで確認して下さい。
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これまで「除籍」（古くなったり、読まれなくなった本を登録から排除）された本は廃
棄されてきました。しかし、まだまだ利用価値のあるものも少なくはありません。これ
らの本を寄贈・譲渡

することにしました。2 月に「桐生南小放課後学童クラブ」と「桐

生大学附属幼稚園」に本を贈りました。小学生の教育の支援になったり、園児の情操教
育に役立て頂けたら幸いです。

おりがみ」にチャレンジしてみよう！！
2016 年 5 月広島の「原爆記念公園」において当時の現役アメリカ大統領「バラク・
オバマ」が演説をしました。これは歴史的なことであり、平和を願う人々の心に響く
メッセージでした。この時オバマは平和への祈りを込めて資料館に「折り鶴」 を贈っ
ています。
皆さんも「おりがみにチャレンジ」してみませんか。
「おりがみ」には無限の可能
性が秘められています。あなたは「おりがみ」で何を作りますか？自分の気持ちや想
像したことを表現してみましょう。その手助けをする資料が図書館にはたくさんあ
ります。資料を利用していろいろな作品を作ってみましょう。

「おりがみで作る箱」

「おりがみで作る入れ子の箱」

あなたの作った箱にそっとお菓子を入れてプレゼントしてみましょう。もらった
人が箱を開けた時、きっと素敵な笑顔を見せてくれますよ。作品はカウンターに飾
ってあるので参考にしてください。皆さんの作品も飾るので、完成したら持ってきてくださいね。

新 年 度 か ら 入 荷 す る 新 し い 雑 誌 決 定 ！！
昨年末リクエストをしてもらい、検討してきた新しい雑誌が決定しました。お菓子作りは「 パティシエのた

めの製菓技術専門誌」、ファッション系では「MEN'S NON・NO」、自動車関係では「ホリデー・オート」、ペット系
は「WAN（ワン）」と「猫びより」になりました。是非愛読して下さい。その関係で来年度は「芸術新潮」
「装苑」
「多聴多読」
（西キャン）
「ジュニアエア」
（桐桜学舎）は本校舎図書館には入りません。
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「学校へ行けない僕と 9 人の先生」
「十七文字の戦争」

「エースの遺言」

「あの夏（上）
（下）
」
「メモの魔力」

「頑固なかゆみもアトピーも１分肌活で必ずよくなる」
「ヴィクトリア女王の生涯」

「みそ汁はおかずです」

「1 分音読」

これ以外にも「英語磐『ONE

「あかね色の空に夢を見る」

「デジタルイラストの描き方」

PIECE』

「トリノトリビア」

など

「Ｍａｔｔ」

多数入荷しています。

No６～10」も入荷しています。「英語なんて読めない」なん

て言わず、あの名シーンを読んでみよう！ 新しい感動にきっと出会えるから・・・・・・・。

第 9８回全国高等学校ラグビー選手権大会 初出場おめでとうございます！！
今回はラグビー部監督の「霜村誠一先生」 の登場です。元全日本の選手で「サク
ラのジャージー」を着ていた霜村先生は、選手から高校の指導者に転身。そこには
どんな苦労があったのでしょうか?

そして意外なことに、後輩の岡田先生に本を

紹介するなど「読者家」でもあります。
Ｑ：選手から指導者になって苦労したのはどんなことですか?
Ａ：たくさんあったよ。選手の時は自分のことだけ考えればよかったけど、指導

になってからは自分の思いを選手に伝える責任を感じたね。だから自分が学
ぶことが大切なんだと思うようになったんだ。
Ｑ：それを克服するためにどんなことをしたんですか？
Ａ：学ぶこと。そして本を読み色々な方法を取り入れ、それを実践する。

繰り返す。そこから「これだ！」というものを見つけることかな。
Ｑ：霜村先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：面白い本が多くて、新しい出会いのあるワクワクしする場所だね。知識が無限に埋まっている。
Ｑ：生徒たちへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：
「スタンフォード式

疲れない体」 生活するうえで体調管理は大切でしょ。よい時にはポジティブな考え方

ができるけど；病気になるとその逆でネガティブなことばかり考えてしまう。だから「いつも健康でいるこ
とが大切なんだ」と教えてくれる１冊です。

図書館は新しく生まれ変わろうとしています。
昨年末から「図書館内」の片付けを始めました。片付けに際しては、たくさんの生徒たちが協力してくれまし
た。本当にありがとうございました。使われていない（起動しない）パソコ
ン・旧型モニター・プリンターを廃棄して、古い紙ベースの資料・映像資料
（VHS テープ）などを倉庫に格納しました。重い上に膨大な量でしたが、ホン
トご苦労様でした。眠っていた「レーザープリンター」が起動しました。更に館内はま
だ「リニューアル」の途中です。棚・テーブルの位置や「お薦め本」
「新聞」の
配置などを検討しています。
「これはここに置いた方が見やすいんじゃない
か。
」というようなご意見があればドンドン言ってください。
他にも本にかけられているフィルム（
「バリアフィルム」って言います）貼りや本の背ラベル（整理番号）作
成、貸出・返却のカウンター業務、本の廃棄まで生徒たちが率先してやってくれています。

皆さんの中で

「図書館業務」に興味のある人はお手伝いしてみませんか。この活動を広げて、「図書部」の発足を目指しています！！
しかし、問題がすべて解決したわけではありません！ブラウン管テレビモニターが３台、映像資料再生の役割を
果たさないままになっています。窓際の植物たちは成長して、
「鉢が小さい」と酸素不足を訴えています。図書
館から消えてしまった「この世界の片隅に」をリクエストしてくれた人は、今も本が返ってくるのを待ってい
ます・・・・・・。こうした問題を一つずつクリアして、
「図書館」を閉ざされた場所ではなく、開かれた空間

にしたいと考えています。図書館は本を読むだけではなく、調べごとをしたり、学習することもできます。本
も文学作品だけではありません。様々な分野の資料がそろっています。最近流行りの「刀剣女子」が読むもの
から、「生き物好き」が読むもの、「イラストの描き方」「料理」「トレーニング」なんかもあります。ですから
もっともっと気軽に「図書館」を利用して下さい！

待ってまーす！！

