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世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからまし （在原業平）
「春になると私たちは、もうすぐ桜が咲くなあとわくわくし、早く咲かないかなあとイライラもし、咲けば咲いた
でうきうきするいっぽう、風や雨で散ることを心配し、散り始めるとがっかりしてしまう・・・・・・。本当に桜
というものは私たちの心を振り回すもの。この世の中に桜というものがなければ、春の心はどんなにかのんびりと
穏やかなものであろうか」
（俵万智） この季節のんびりと穏やかに、というわけにはいきませんね。入学式、新年
度スタート、忙しい日が続きます。アッという間に 5 月です。

「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣乾すてふ天の香具山」（持統天皇） なんて気分で、ＧＷに突入！
今年は４/２７～５/６までの１０連休ですよ。5 月 1 日には新しい天皇が即位します。元号は「令和」 です。

3.11 東日本大震災 その時あなたは・・・・。
死者は 1 万 5,895 人、重軽傷者は 6,157 人、警察に届
出があった行方不明者は 2,533 人、建物は全壊 12 万 1,990
戸、半壊 28 万 2,900 戸、全半焼 297 戸、床上浸水 1,628
戸、床下浸水 1 万 0,076 戸、一部破損 73 万 0,044 戸の被害
がありました。その時あなたはどこで何をしていましたか？
桐生第一高等学校にも大きな傷跡を残しました。建物の損壊
だけでなく、図書館の「本たち」も大きな被害を受けました。
その時の状況を記録した掲示物が館内に貼ってありますので、
図書館に来た時に見てください。そして「もしもの時」のため
に自分が何をしなければならないかを考えましょう！

今年の目標は 「20 冊以上本を読む！」

ＧＷにおススメの新着本 を紹介します。

2019 本屋大賞ノミネート作品

「ひと」（小野寺史宜） 「ﾍﾞﾙﾘﾝは晴れているか」（深緑野分） 「そして、ﾊﾞﾄﾝは渡された」（瀬尾まいこ）
2019「このミステリーがすごい！」大賞受賞作品 「怪物の木こり」（倉井眉介）
第 160 回芥が賞受賞作 「1R1 分 34 秒」（町屋良平）
第 160 回直木賞受賞作 「宝島」
（真藤順丈） 第 9 回山田風太郎賞受賞（2 冠達成！）
2018 本屋大賞受賞作家の書き下ろし長編 『小説「映画ドラえもん のび太の月面探査記」』（辻村深月）
話題映画の原作

「十二人の死にたい子どもたち」（生方丁）

「刀剣女子」必見！ 「もっと知りたい刀剣」（内藤直子）
高校生に大人気！

「みかづき」（森絵都）

推理と友情の物語 「本と鍵の季節」（米澤穂信）

「桜のような僕の恋人」（宇山佳佑） 「傷痕」（桜庭一樹）

「待ち合わせは理科室で」（油木栞）

「だから私は明日のきみを描く」（汐見夏衛）

調理科の生徒必読！ 「魔法使いたちの料理帳」（ｵｰﾚﾘｱ･ﾎﾞｰﾎﾞﾐｴ） 「料理の科学大図鑑」（ｽﾁｭｱｰﾄ･ﾌｧﾘﾓﾝﾄ）

「厨房から台所へ――志麻さんの思い出ﾚｼﾋﾟ 31」（ﾀｻﾝ志麻）
『「イデミ スギノ」 進化する菓子』（杉野英実） 「西洋菓子店ﾌﾟﾃｨｰ･ﾌｰﾙ」（千早茜）
他にも 「新世代至高のおりがみ」（山口真） をはじめとして 「誰も農業を知らない」（有坪民雄）

「奈緒と磐音 居眠り磐音」（佐伯泰英） 「鳥居の向こうは知らない世界でした。1・2」（友麻碧）
「学校図書館を彩る切り絵飾り」（ＣＨＩＫＵ） 「この道」（大石直紀） などが入荷しているぞ！

アレルギーについて学ぼう！
4 月 5 日（金）の「読売新聞 群馬」に「県内の公立幼稚園、中高校、特別支援学校で 2018 年度、食物アレ
ルギーがあると申告した児童・生徒が 1 万 2275 人に上り、12 年度の調査開始以来、6 年連続増となったこ
とが、県教育委員会の調査でわかった。
」という記事が掲載されていました。皆
さんの中にも「食物アレルギー」ではなくても、
「アトピー皮膚炎」や「花粉症」
「ハウスダスト」などで悩んでいる人いるのでは。そこで大切なのは「アレルギ
ー症状」がある人だけでなく、
「アレルギー症状」がない人も「アレルギー」に
ついての正しい知識を持ち、
「アレルギー症状」のある人の悩みや辛さを理解し
てあげることです。そのために「アレルギー」についてしっかりと学んでおかな
ければならないと考えます。
ここでは図書館で所蔵している「アレルギーに関する資料」を紹介しておきます。

「頑固なかゆみもアトピーも１分肌活で必ずよくなる」 「アレルギーのはなし」
「大人と子どものアレルギーの本」

「アレルギーのしくみ」 「子どものアレルギー」

「花粉症 治療とセルフケア Ｑ＆Ａ」 「アトピー性皮膚炎」 など

新年度がスタートしました！ 焦らず、じっくりと行こう！ ゆっくりしたい時は・・・・。
新年度最初のゲストは「味戸克之校長先生」です。 昨年度は就任 1 年目で
「ラグビー部全国大会出場」「調理科、販売甲子園Ｖ４」などスポーツ・文化
両面で生徒の活躍を見守ってこられましたが、日頃は職務に追われていたので
はないかと思います。校長 2 年生になり、今年はどんな目標を立てておられ
るのでしょうか？ 聞いてみたいと思います。
Ｑ：昨年度はお疲れさまでした。早速ですが、今年の目標を教えて下さい。
Ａ： 先生方、生徒たちとできるだけ多く会話する機会を持ちたいと思います。
仕事の面では、じっくりと考えてから取り組むことです。焦らずに行きたいな。
Ｑ：
「桐一生」に期待することは何ですか？
Ａ： 桐一生は気持ちが優しく友達思いの生徒がたくさんいます。
その気持ちを大切にして、健やかな学校生活を送ることを期待します。
Ｑ：校長先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ： 願望ですが、休みたい時に「ゆっくりち過ごせる場所」であってほしいですね。
Ｑ：生徒たちへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：はい。西村京太郎の「故郷」です。特に「十津川警部シリーズ」が大好きなんですね。推理小説は、
誰が犯人かを考えながら読むのがたまらなく面白いです。気軽に読めるので生徒の皆さんも「推理

小説」を読むことをお薦めします。時の経つのを忘れてしまいますよ！

本屋大賞決定！「そして、バトンは渡された」（瀬尾まいこ）
幼いころに実の母を亡くした後、さまざまな「親」たちに育てられた 17
歳の女子高校生を主人公に、新しい家族の愛の形を描く物語。（読売新聞）
大賞発表の前に入荷したそのほかの２作品「ひと」「ベルリンは晴れている
か」は、それぞれ 2 位 3 位でした。1 位から 3 位まで見事予想的中！！
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ＧＷの 10 連休が終わって、いよいよ県総体が始まります。今年の桐一の運動部はどんな活躍を見せてくれるでしょう
か。期待しましょう。ＧＷにはどんな本を読みましたか？ 新しい本がたくさん入荷しているので読みに来てください。
待ってまーす。また、中間テストがありますので「勉強」しに来てくださいね！

ＧＷと言えば、毎年恒例の「名探偵コナン」 の映画が観たくなりますね。
今年の映画はもう観ましたか？ 今回は「名探偵コナン」vs「怪盗キッド」
ですが、図書館にあるのは「名探偵シャーロック・ホームズ」vs「怪盗ルパン」
です。「シャーロック・ホームズ」 は「コナン・ドイル」 が生んだ「名探偵」 で、

「工藤新一」 の憧れの人なんですね。皆さんの憧れの「名探偵」 は誰ですか？
「ルパン」 は「モーリス・ルブラン」 が生んだ「世紀の大泥棒」 ですが、「モンキー
パンチ」 の「ルパン三世」 の方が日本では有名かも？！

内田康夫＝浅見光彦
赤川次郎＝三毛猫ホームズ
江戸川乱歩＝明智小五郎

東野圭吾＝湯川学（ガリレオ）
高木彬光＝神津恭介
横溝正史＝金田一耕助 などなど

あなたの大好きな「名探偵」 は誰ですか？
図書館には「名探偵」の活躍を描いた作品がたくさんあります。自分で犯人は誰なのかを推理しながら読んで
みましょう。きっとお気に入りの「名探偵」に出会えますよ！ 「名探偵コナン」はないだろうって？
ありますよ！ 特進図書館に「英語版

名探偵コナン」があるので「相互貸借」についてカウンターで

相談して下さい。 （
「ダ・ヴィンチ」創刊 25 周年号の特集は「名探偵コナン」でした。）

「新聞の切抜きコーナー」を設置しました。
図書館の廊下に「新聞の切抜きコーナー」を設置しました。これまで授業
で「新聞記事をレポート用紙に貼って、記事に対する感想を書きなさい。
」と
いう課題や「朝日新聞の『天声人語』について自分の意見を書いてみよう。
」
という課題について「新聞がない。
」との問題を解決しました。自由に持っ
て行って結構ですので、たくさん活用して下さい。新聞紙はガラス窓を拭く
ための掃除道具ではありません。情報を得るための大切なメディアです。
コーナーにある新聞

「朝日新聞」「毎日新聞」「上毛新聞」（「上毛スポーツ」）「桐生タイムス」
（館内には「読売新聞」を加えて５紙を 4 か月分所蔵保管しています。）

図書館オリエンテーションを行いました。
新入生 15 クラスを対象に 4/14～２６で行いました。図書館の利用のしかたを説明
した後、館内を探検してどんな本・資料があるのかを実際に見て回りました。すぐに
借りたいという要望があり、急遽貸し出しをすることになりました。これからたくさ
ん本を読んでくださいね！たくさん借りてくださいね！

大学ランキング 2020

（希望する大学にはどんな特徴があるのを知るための、受験生のバイブル。
）

京都ご当地サンドイッチめぐり
魔眼の匣の殺人

（そーだ京都へ行こう！と思いたくなるようなガイドブックです。
）

（映画化した「屍人荘の殺人」に続く今村昌弘の新作だ！人気作なのでお早めに。）

ルイス・フロイスが見た異聞・織田信長

（西洋人が見た「織田信長」の人物像とは。魔王？）

ジャパゥン：ルイス・フロイス戦国記

（西洋人には日本の「戦（いくさ）
」はどう見えたのか。
）

折り紙建築世界遺産をつくろう
和食のこころ

（さあ「おりがみ」で「世界遺産」を作ってみよう。挑戦！）

（調理科生徒必読！日本が世界に誇る「和食の心」をしっかりと学ぼう。）

医者が考案した「長生きみそ汁」
女子の筋トレ＆筋肉ごはん
いつまでも白い羽根
「巨人飯

（
「みそ汁」には長生きするための効果があるといいます。）

（
「筋肉女子」が増えています。格好いい体を作るために大切なのは。
）

（赤ちゃんの死をきっかけに看護師になることを諦めよとする少女は。
）

〜ジャイアンツ寮の食事とスポーツ栄養学がわかる本〜」（プロの選手たちの食事を知る。）

チコちゃんに叱られる !

（NHK の TV 番組で大人気の「チコちゃん」が本になりました。
）

チコちゃんに叱られる ! （ワンダーライフスペシャル）

（みんなは知ってるかな？）

「若桐祭」 。
受験勉強と生徒会活動を両立している生徒会長の「木村凛さん」に「若桐祭」に向けた抱負や現在
はまっていることなどを聞いてみたいと思います。どんな話が飛び出すか楽しみです。
Ｑ：
「若桐祭」に向けての抱負を教えて下さい。
Ａ：生徒会のみんなと協力して、全校生徒がたくさん楽しめるような
文化祭にしたいですね。来校してくれた人たちに「来てよかった」
と言ってもらえるような祭典にしたいです。
Ｑ：今はまっていることはありますか？
Ａ： はまっていること？ みんなやってることですけど、

「YouTube」で音楽を聴くことかな。
Ｑ：木村さんにとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：集中して本が読めて、静かに心を落ち着かせられる場所ですね。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：
「余命 10 年」です。二十歳の茉莉は、数万人に一人という不治の
病にかかり、余命が 10 年であることを知る。笑顔でいなければ周りが追いつめられる。何かをはじめ
ても志半ばで諦めなくてはならない。未来に対する諦めから死への恐怖は薄れ、淡々とした日々を過ご
していく。そして、何となくはじめた趣味に情熱を注ぎ、恋はしないと心に決める茉莉だったが……。
衝撃の結末、涙よりせつないラブストーリー。（amazon より）泣きたい時に泣ける 1 冊です。

2024 年 お札が新しくなります。
現在の紙幣は 2004 年に発行されたもの。新紙幣は
2024 年度上期をめどに発行される予定という。今回の
改札では３D や３D ホログラムなど世界最先端の偽造防
止技術が搭載される。額面の数字を大きくするなど、ユ
ニバーサルデザインの考え方を踏まえた改札になる。
(「HUFFPOST」より抜粋 )

No.3

2019 年 6 月

桐生第一高校図書館発行

いよいよ「梅雨」の時期ですね。雨が降ると外出する機会が少なくなります。家の中でゲームばかりしていないで
図書館に来て本でも読みませんか？！「雨の季節」にお薦めしたい本がたくさんありますよ。新着本も面白い本が
ラインナップしています。雨音を聞きながら読書！なんていうのもお洒落なんじゃないですか。

本との出会い！ 「ぼくができることから ぼくにしかできないことへ」
霜村先生に薦められた本を読んでいたら、一人の女生徒が少し緊張した様子でカウンターの前に立っていました。
「どうしたの？」と声をかけると「私もその本を読んでみたいです。母から薦められて。
」と言います。「どうぞ。」
と本を差し出すと、
「いいんですか？ありがとうございます。
」と言って大事そうに本を抱えました。
「ＧＷ中にお母
さんと読んでね。そして、休み明けに感想を聞かせてね。宿題だよ。
」に、
「はい。
」と答えた時の彼女の嬉しそうな笑顔が印象的でした。
その本とは
「15 歳のコーヒー屋さん」 （岩野 響）
『響さんは 中学 1 年生の夏ごろから勉強と部活の目まぐるしいサイクルに
ついていけなくなり、学校へ行けなくなってしまったそうです。
「授業につ
いていけない」
「宿題ができない」
「学校へ行けない」……たくさんの「でき
ないこと」に直面してしまったとき、両親のすすめで「できること」を探し
てみることにしました。
』
（ジモコロより）若くして自分の「やりたいこと」
を見つけて打ち込む響さんと、その姿を見守りながら、時にそっと背中を押
してくれるご両親。
「ぼくができることから ぼくにしかできないことへ」と
は何なのか、ということを考えさせてくれる１冊です。
（お店は桐生市にあります。）

図 書 館 は リ ニ ュ ー ア ル 中 で ー す ！！

リクエスト本と雑誌の棚に新しい掲示物を貼ってコーナーの紹介をしています。荒れ放題だった植物は別なと
ころに移して、新しく「多肉植物」を置いてみました。小さくて可愛いので見に来てください。バケツの鉢も
お洒落ですよ。入口の看板も新しくしました。2 年生の女子が作ってくれました。返却ボックスもリニューア
ルしています。大切に使ってくださいね。
中間テストの前は、みんな図書館でお勉強です。
空いているテーブルが少なくて、座れず帰ってしまう子も
いて申し訳なかったです・・・・。でも、また勉強しに来
て下さいね。いっぱい本も読んでね。待ってまーす！！

マンガでくっすり！スタンフォード式最高の睡眠
あかしら書店

睡眠時間の短さは累積して恐ろしいダメージを人体に与えます。

「こんな本、あったらいいな」が詰まった、最高に楽しい妄想書店、本日開店でーす！お薦めの本が。

辞典 和菓子の世界

和菓子の歴史、年中行事、知っておくと便利な文様、世界の菓子木型、幻の菓子など。

東京百年物語 1/2/3/4

明治維新～高度経済成長期までの百年間に生まれた、「東京」を舞台とする文学作品を紹介。

AI 時代に生きる子供たちの資質・能力

未来を生きる子どもたちに期待されるのは、資質・能力です。君にもきっとある。

新たな道徳教育の創造 ともに考え深めよう!
「探求」の学びを推進する高校授業改革
とまり木

探究的な学習を実現する学校図書館の様々な機能を、実践から捉えた一冊。

羽を休める「とまり木」のような場所が、この世界には本当にあるかもしれません。あなたも探してみましょう。

「さみしさ」の研究

「老い」と「孤独」をテーマに、世間に迎合せず生きるための「さみしさ」との付き合い方とは。

英語版 「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」 No11～No15
おいしい処方箋オリーブオイル・レシピ
友だち幻想 (ちくまプリマー新書)

「麦わらの一味」の冒険を英語版で読んでみよう！読めないではなく挑戦だ！
オリーブオイルが体によいとわかってはいても、料理にどうに使ったらいいのか。

「みんな仲良く」「私を受け入れてくれる人がきっといる」という幻想。本当の友とは。

弱いメンタルに劇的に効く アスリートの言葉
トラペジウム
余命 10 年

教師は子どもにどう向き合うかを大切にしていかなければならない。

スポーツメンタルコーチが教える“逆境”の乗り越え方 。君に必要なこと。

努力の末、ついに東西南北の“輝く星たち”を仲間にした東が、高校生活をかけて追いかけた夢の結末とは⁉
生徒会長「木村凛さん」、お薦めの 1 冊です。「死ぬ準備はできた。だからあとは精一杯生きてみるよ。」

「PERFECT PASTA」 を 目 指 し て ！
今回は調理科の「有間裕二郎先生」の登場です。図書館の調理関係の資料の選書にも協力的で、ご自分で
も積極的に資料を活用して授業に活かしていらっしゃいます。有間先生から見た桐一生の姿とは・・・？
Ｑ：桐一 OB の先生から見た最近の「桐一生」の印象はどんなですか？
Ａ：僕らの頃の生徒より落ち着いていて、高校生らしいなと思います。
Ｑ：実習を教える時に苦労することは何ですか？
Ａ：実演の際に生徒たちに見えるように、わかりやすいような角度に
なるように切ったりすることですね。生徒は自分の反対側にいる
わけですから難しいです。
Ｑ：有馬先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：料理の勉強で行き詰った時に、息抜きができる場所ですね。新し
い本に出会って、新しい知識を得て活用する。そして、さらに創
作意欲が湧いてくる「泉」のような所ですね。
Ｑ：生徒への「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：
「PERFECT

PASTA」です。
「Volo Cosi」という店で食べた最高のトマトソース、最高のトマト

パスタが忘れられず、この本を探して買ってしまいました。それ以来、私の「バイブル」です。いつ
か自分でも最高のトマトソースを作りたいですね。

図

書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019 年度 4 月 5 月）

2015（Ｈ26）年度

2016（Ｈ28）年度

2017（Ｈ29）年度

2018（Ｈ30）年度

5/31 現在

2019 年度

4月

5月

4月

5月

4月

5月

4月

5月

4月

5月

利用者数

483 人

977 人

377 人

535 人

846 人

618 人

838 人

745 人

1505 人

2012 人

本貸出数

142 冊

244 冊

79 冊

114 冊

295 冊

240 冊

200 冊

232 冊

489 冊

377 冊

開館日数

17 日

15 日

16 日

16 日

19 日

19 日

15 日

18 日

14 日

19 日

No.４

2019 年７月

桐生第一高校図書館発行

「7 月」と言えば、皆さんの大好きな「夏休み」です。今年はどんなことをしたいですか？
今から楽しみですね！でもその前に・・・恐怖の「通知表」が渡されますよ。成績の悪い人は、
それは残念な「補習」が待っているかも。そして、皆さんを苦しめる「宿題」がタップリ出されるのでは・・・。
図書館は夏休み中も開館します。日時は「図書館カレンダー」で確認して下さい。特に 3 年生は「ＡＯ入試」が
あるので、エントリーシートの作成に必要な資料を活用して下さいね！涼しくして待っていますよ！

「エルザは人に育てられたライオン、やがて野生に帰った・・・・。
」
最近ニュースで「サルが民家を荒らした」
「クマが人里に出没した」「カラ
スがごみ箱を荒らしている」
「シカが線路を塞いだ」「イノシシが畑を荒ら
した」など、野生動物による被害が報道されています。彼らにはどんな非
があるのでしょうか？
もともとあった自然（第 1 次自然）に人間が手を加え（第２次自然）勝手
に共存する環境を作り出しました。共存はいつしか支配に代わり、自分た
ちに都合のよい環境へと変化させたのです。そして、自分たちの自然を作
り出し（第 3 次自然）
、野生動物を敵視するようになったのではないでしょうか？
だから、今こそ「生き物」のことをよく知り、環境について見直さなければなりません。

「生き物」についての資料をたくさん入れてありますので、是非読んでみて下さい。
（資料の紹介）

「ざんねんないきもの事典」「愛して育てるいきもの図鑑」「泣けるいきもの図鑑」
「わけあって絶滅しました」「昆虫はすごい」「トリノトリビア」「恋するいきもの図鑑」
「先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っています！」（公立鳥取環境大学） などなど。

テスト前の図書館は自習室みたいです ！！
中間テストの前は多くの生徒が自習に来ましたが、期末テスト
の前もたくさんの生徒が利用しました。ＨＲ後に席取りのよう
になってしまいました。空いているスペースを分け合って利用
するよう協力してください。数学、社会、理科など一生懸命学
習していました。ここに先生が教えに来てくれるようになると
いいのですが・・・・・・。
本の貸し出しも好調です。
夏休み前には「一人１０冊、２８日間」貸し出しをしたい
と思います。たくさん借りていってくださいね！

「図 書 部」 の 活 動 の 様 子 で す。
「図書部って、どんな活動をしているんですか？」と時々尋ねられます。
書架（本棚）の整理（請求記号順に本を正しく並べる）作業、新着本にカバーを
かける作業（左の写真では、部員たちがカバーをかけています）。
「図書館だより」
編集の手伝い、カウンターでの本の貸し出しと返却業務を行っています。他には
「お薦め本」を並べたり、ポスターや切り絵、折り紙で図書館を飾っています。

日本の漫画本 300 年

漫画本は日本漫画史の上でどのような役割を果たしてきたのでしょうか。

アニメーション文化 55 のキーワード

アニメは、日本を代表する「ソフトパワー」として、世界に発信しています。

あの子どもたちが変わった驚きの授業

学校で孤軍奮闘している先生方に役立つ、アプローチのヒントになるかも。

文系の私に超わかりやすく数学を教えて下さい！
世界の図書館から
歎異抄をひらく

数学なんて大嫌いなんて言わないで。一歩踏み出してみよう。

アジア研究のための図書館・公文書館ガイドです。各国の歴史・出版物を調べてみよう。
「善人でさえ、浄土へ生まれることができるのだから、ましてや悪人は、なおさら往生できる。」

記憶屋 記憶屋 II 記憶屋 III

記憶を消すことは悪なのか正義なのか？泣けるほど切ないホラー小説大賞受賞作。

昆虫はすごい

私たち人間がやっていることは、既に昆虫たちがやっているのです。

同潤会代官山アパートメント

「つらくなったら、いつでもにげていらっしゃい」 不器用だって大丈夫。幸せは・・・・。

春秋戦国の英傑たち
平場の月

「キングダム」を見るにあたって、しっかりと歴史を学んでおこう！

この年度「直木賞」にノミネートされました。「何考えてたの？」「夢みたいなことをね。ちょっと。」

スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
妻のトリセツ

情報化社会の恐怖を描くサイバー・サスペンス！ １・２巻入荷。

わがままな彼女から放たれる弾を 10 発から 5 発に減らすための方法を考えてみよう。

むかしむかしあるところに、死体がありました。
きっと大丈夫。〜私の乳がんダイアリー〜

桃太郎の鬼退治って、えっ！？そーなの？ 一寸法師も・・・・。
ＳＫＥの元メンバーを襲った病魔・・・。あの頃想像できなかった私が。

平成スポーツ史 1989-2019 Vol.1 プロ野球 全 6 巻シリーズ（1）

イチローや松井の活躍を返ってみよう。

平成スポーツ史 1989-2019 Vol.2 ラグビー 全 6 巻シリーズ（2）

今年 9 月のＷ杯に向けてラグビーを知ろう！

平成スポーツ史 1989-2019 Vol.3 大相撲 全 6 巻シリーズ（３）

若貴・白鵬・稀勢の里の活躍を思い出してみよう。

「心」 の 強 さ が 記 録 を 伸 ば す ！
今回は陸上部 3 年生の「山口翔さん」にインタビューです。
「男子円盤投げ」で今年の県総体を制し、関東
大会でインターハイ出場を決めました。図書館で「必ずインターハイに行きます！」と宣言した通り、有言
実行！そんな山口さんの今後の目標やどんな本を読んでいるのかを聞いてみたいと思います。
Ｑ：インターハイ出場おめでとうございます。今の心境と今後の目標を
教えてください。
Ａ： ありがとうございます。インターハイ出場を決めて正直ホッとして
います。今大会では自分を信じて楽しみながら試合に臨めました。
次の目標は自己記録を更新してインターハイ決勝に残ることです。
Ｑ：ここにたどり着くまで辛かったことはありますか？
Ａ：入学してから顧問の岩脇先生に「今の精神力では戦えない」と弱
さを指摘されました。実際記録が伸びず苦しかったですね。次第に
陸上に対する考え方が前向きになり記録に直結してきました。「心」
が大切だと気づくまでが長かったですね。少し大人になれたかな。
Ｑ：山口さんにとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：スポーツの雑誌をたくさん入れてくれているので、気楽に閲覧することが出来て、リラックスさせても
らってます。学習でも静かな空間を作ってくれるているので集中して取り組むことが出来る場所です。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：「弱いメンタルに劇的に効くアスリートの言葉」です。選手は「心」の持ち方が大切です。挫けそうな時、
不安な時経験豊富なアスリートの言葉が「勇気づけてくれる」そんな心の支えになる 1 冊です。

8 月号は「夏休み」になってしまうためお休みします。ブックリストは７・８月分を 8 月末に配布します。

No.５

2019 年 8.9 月
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長かった夏休みが終わり、2 学期がスタートしました！
10 月には「若桐祭（文化祭）
」があります。会場をどんなふうに飾ろうか？

と悩んでいるのでは。

そんな悩みにも対応する資料が図書館にはあるって知っていましたか。 探してみてください。 きっとあなたの
探し求めている資料に出会えますよ。 3 年生は受験の天王山です。 志望理由書やエントリーシート、小論文
対策など図書館の資料を活用しましょう。 しっかりと準備しておかないと「良い結果」は来てくれませんよ。
「食欲の秋」
「スポーツの秋」
「読書の秋」過ごしやすい季節に「青春を謳歌」しましょう！ ガンバレ！桐一生！

「映像資料・音声資料」の再生メディアを導入しました。
東日本大震災から 9 年、その間「映像・音声資料」が全く収集されていませ
んでした。
「収集されていなかった」というのは語弊があって、複合資料は
購入されていました。
（複合資料とは「CD」付の本のこと）しかし、再生す
るメディアがないため利用できなかったんですね。そこで昨年からの約束を
果たすため、図書館内にあった「ブラウン管 TV」を処分し、TV ｱﾝﾃﾅ電源
工事をしてもらい、中古の液晶 TV と再生 DVD デッキを入れました。また
韓国語を習いたいという要望が多かったので複合資料とＣＤプレーヤーを
入れました。再生メディアを利用したい人はカウンターに申し出て下さい。
そして、たくさん資料を活用して下さいね！
（資料の紹介）

「Ｋ‐ＰＯＰで韓国語！４」
「シンプル韓国語」

「ｈａｎａ 韓国語学習ジャーナル」

「ＫＯ 韓国語初歩の初歩」 （以上複合資料 CD 付）

「第 101 回全国高等学校野球選手権群馬大会 2019 ダイジェスト DVD」
（10 月入荷予定）

夏休み中に図書館のエアコンをクリーニングしました ！
「図書館だより」で加湿空気洗浄機「プラズマグラスター」を入れたことは
お知らせしましたが、この夏休みには
更に環境を整備するために「おそうじ
本舗 桐生錦町店さん」に依頼して
エアコンをクリーニングしてもらいま
した。エアコンを取り外して中まで
洗浄、とーっても綺麗になりました。
2 学期から快適な空間で「読書」
「学習」
することができるので、たくさん利用
して下さい。
図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 6月7月）
7/31現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
利用者数
本貸出数
開館日数

2019年度

6月

7月

6月

7月

6月

7月

6月

7月

6月

7月

777人
254冊
21日

664人
300冊
19日

1011人
192冊
22日

458人
158冊
12日

925人
197冊
20日

366人
95冊
19日

944人
190冊
17日

561人
129冊
16日

1743人
356冊
18日

1556人
440冊
15日

7 月 8 月は「レファレンスブック」を中心に資料を
入れてみました。授業中「自分と同じ誕生日の人に
ついて調べてみよう。」「昔の遊びってどんなだったの？」
「服装の歴史が知りたい。
」「世界の女性と日本の女性、
どこが違うの。
」などのレファレンス要求がありました。
そんな「調べ学習」に対応するために色々なレファレンス
ブックを入れましたので、たくさん活用して下さい。
「日本服飾史事典」「子ども遊び大事典」「花火の事典」
「徳川『大奥』事典」「性の世界ハンドブック」
「女性の世界ハンドブック」「世界演劇辞典」 など
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

ピカピカの先生 1 年生です ！
今回は今年 4 月に赴任された「丸山萌夏先生」です。新任ということで我々のお姉さんのようです。
まだ半年足らずですが、その奮闘ぶりに迫ってみます。どんな話が飛び出してくるのか楽しみです。
Ｑ：本校に赴任して５ヶ月経ちましたが、「桐一」には慣れましたか？
Ａ： はい。授業・部活で先生や生徒たちと接する中でたくさん会話する
ようになり、みなさんとの距離がだいぶ縮まったような気がします。
Ｑ：最近嬉しかったことはありますか？ 逆に辛いことはありましたか？
Ａ：毎日学校に来て生徒と接する中で、今日は嬉しいことがあったなと感
じることがあります。些細なことなんですが。逆に仕事がたくさん入
ってキツイなあ、辛いなあと思うこともあります。そんな繰り返しの
生活の中にやりがいを感じています。
Ｑ：丸山先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：私にとって図書館は「居心地のいい場所」 ですね。静かに本を読ん
だり調べごとをしたり、集中して作業できる所ですね。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：
「バチカン奇蹟調査官」というシリーズものです。（天才科学者の平賀と、古文書・暗号解読のエキスパ
ート、ロベルト。２人は良き相棒にして、バチカン所属の『奇跡調査官』──世界中の奇跡の真偽を調
査し判別する、秘密調査官だ。天才神父コンビの事件簿！）
明るいシーンもありますが、怖かったりハラハラドキドキするシーンがたくさんあってミステリーとし
ても楽しめますよ。是非読んでみてください。

「ＰＯＰ（ポップ）」を作って「お薦め本」を紹介しています。
夏休み前に、みんなで「ＰＯＰ」
（本の紹介広告）
を作りました。これまで自分が読んで面白かった
本や感動した本を紹介しています。それぞれ工夫
を凝らして、絵を描いたり紹介文を作ったりしまし
た。
「ＰＯＰ」を読んでいるだけで、何だか「本の

世界」 に引き込まれてしまいそうです。
みなさんも「ＰＯＰ」を作ってみませんか！

No.6

2019 年 10 月

桐生第一高校図書館発行

10 月は「中間テスト」
「体育の日」
「文化祭（若桐祭）」「即位の礼」「群馬県民の日」
「理事長杯基礎学力試験」など行事や祝日がたくさんあるので、カレンダーで日程をしっかりと把握しておきましょう。
3 年生にとっては進路を決める大切な時期です。しっかりと準備して試験に臨むことが大切です。運動部の生徒は、新
人戦、学芸部の生徒は文化祭・県高文祭などがあるので良い結果が残せるよう全力で頑張ってください！！

「いじめ」について、「どうしたらなくなるのか」みんなで考えてみよう！！
2019 年 8 月 18 日の「朝日新聞」に「好きなことして 君の道を生きて」の
タイトルで「8 月下旬から 9 月上旬の夏休み明け前後に、命を絶つ子ども
が多くなる傾向がある。
」という記事が掲載されました。長い夏休みの後、
2 学期のスタートは難しいんですね。記事ではタレントの中川翔子さんが
「学校にも居場所がない」
「学校に行きたくない」
「このままでこの先どうな
るのかな」
「私に明るい将来はあるのかな」という「いじめで不登校」にな
った体験をもとに『
「死ぬんじゃねーぞ！！」いじめられている君はゼッタ
イ悪くない』
（文藝春秋）を出版したことが紹介されていました。本の中で
中川さんは「
『助けて』というサインを、本当に真剣に受け止めてほしい。
『いじめられているほうにも問題がある』なんて言わないで」と訴えて
います。中川さんのメッセージを受け取ってください。
それでも「居場所がない」
「行きたくない」なんて思ったら、図書館におい
でよ！本たちが君を待ってるから。きっと素敵な本に出会えるから。
9 月新着本で「死ぬんじゃねーぞ！！」が入荷しました。

「寝不足女子」 ＆ 「朝寝坊」 の人は必読！
過ごしやすい季節になりましたね。
「秋の夜長」でも「睡眠時間は増やせない」
「でもぐっすり眠りたい！」と思っている人は多いのでは。そこで「いつも眠
い『寝不足女子』や朝起きられない『お寝坊さん』
」にピッタリの本を紹介する
ぞ！！ 「スタンフォード式

最高の睡眠」（サンマーク出版）だ！！

『「睡眠負債」という概念』について、「スタンフォードの研究者は『睡眠不足』
ではなく、代わりにこの言葉を用いる。睡眠時間の短さはその場限りの問題で
はなく、累積して恐ろしいダメージを人体に与え、回復するには不足分の何倍も
の睡眠時間を必要とする。悪徳金融も驚く高金利の『負債』なのだ。
」
（週刊文春）
と説いています。
「TIP OFF」（Vol22）でも「夜なかなか眠れない」「寝る前にス
マホを使うと眠れない？」といった悩みや質問に対して「最高の睡眠」の作者で
ある西野精治先生が分かりやすく答えているぞ。
「TIP OFF」
（Vol22）は図書館
にあるのでカウンターに声をかけてくれれば貸し出すぞ！読んでね！

9 月は「生物」を中心に本を選んでみました。
「侵略！外来いきもの図鑑」「絶滅どうぶつ図鑑」
「ゆるゆる恐竜図鑑」「もっとざんねんないきもの事典」
など気軽に生物のことが学べるぞ！既刊のシリーズもそろ
ってるので、ずっと読んでいられますよ！
他にも「おいしいかわいい料理写真の撮り方」でインスタ
映えする写真を撮れるようになろう。人気の「小説 天気の
子」や「大家さんと僕 これから」「永遠に解けないパズ
ル」も入荷しているぞ！「恥知らずのパープルヘイズ：
ジョジョの奇妙な冒険より」もラインナップしています。
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

「製菓衛生師」の国家試験合格 ！ 卒業までにやりたいことは・・・・？
今回は 3 年製菓衛生師コースの「渡辺莉央」さんです。渡辺さんは今夏「製菓衛生師」の国家試験に見事合
格しました。進路を決める大切な時期ですが、その前にバスケットボール部員として最後の大会「ウインタ
ーカップ予選」を控えています。そんな忙しい渡辺さんが読む本とは・・・・？
Ｑ：
「製菓衛生師」の国家試験合格おめでとうございます。難しかったですか？

Ａ： いや、過去問をしっかりやっておけば大丈夫です。
Ｑ：卒業までにやっておきたいことは何ですか？
Ａ：英検 2 級に合格することかな。それと将来は「カフェ」を開きたい
ので「コーヒー」の勉強もしたいです。お店で出すケーキは自分で作
れたらいいな。そのためにはいっぱい試作しなくちゃ。
Ｑ：渡辺さんにとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：落ち着ける場所かな。ゆっくり本を読んだり、友達と過ごす時間が楽
しい。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：
「ナチスから図書館を守った人たち

囚われの司書、詩人、学者の闘い」

まだ読み終わっていないんですけどね・・・・。
（
「本か、それとも命か――」見つかれば命はない。それ
でも服の下に隠して守ったのは、食料でも宝石でもなく、本だった。最も激しいホロコーストの地で図書
館を運営し、蔵書と文化を守ったユダヤ人たちの激闘の記録。Amazon より）戦争と独裁者に立ち向かっ
た人たちの姿は「ONE PIECE」の「オハラの学者たち」のように思えました。母国愛の強さに感動です。
そして改めて「私は日本が好きです。群馬が好きです。ここから離れたくない。
」と思いました。

図書館においでよ！ きっと面白い本に出会えるから！！
9 月のある日の昼休み 2 人の女子生徒が図書館にやってきた。
カウンターの前で「最近面白いって聞いたから来てみたの。3 年生になって初めて
図書館にきた。
」という「面白い本がいっぱいあるからブラウジングしてごらん。
」
と声をかけると、書架に消えていった。数分後、彼女たちは手に詩集を抱えて、嬉
しそうな笑顔を浮かべてカウンターに戻ってきた。「面白い本がたくさんあった。こ
んなことならもっと早く来ればよかった。
」という彼女たちに「遅くないさ。これか
ら毎日通えばいい。」と声をかけた。図書館に来る子が 2 人増えた！！
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11 月 3 日は「文化の日」です。この日は「美術館」や「博物館」が無料開放されるって
知ってました？ たまにはこうしたところに行って心安らかに「芸術」「学術」に触れるのもいいですね。
後半の 11 月 26 日（火）～29 日（金）には「第 2 学期の期末テスト」があります。中だるみの 2 学期、
遊びすぎてしまった人は早めに「テスト勉強」に取り掛かりましょう。図書館で朝学習すれば成績 UP 間違いなし！

「自分の誕生日」を探求してみましょう！！
1 年生の「探究」の授業では「自分と同じ誕生日の有名人を探して、その人がどんな人物
なのか調べてみよう。
」というテーマで「調べ学習」を行いました。3 年生は「現代文Ａ
（国語）
」の中で「自分の誕生日について調べてみよう。
」というテーマで、各自がそれぞれ
「課題」を見つけて「調べ学習」を行いました。
「歴史」について「どんなことがあったの
か年表を作成」
、
「自分の生まれた日の新聞のニュースを抜粋」「相性占い」など多様なジャ
ンルに取り組んでいました。中でもユニークだったのが、最近入荷した「誕生花と幸せの花
言葉」
「花言葉・花図鑑」
（共に NDC627）を使って「自分の誕生花」や「花言葉」、
「性格
判断」などについて調べていたことです。
例えば「名探偵コナン（工藤新一）
」は「5 月 4 日生まれ」です。
誕生花は「ﾌﾘﾁﾗﾘｱ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾘｽ」という黄色いユリ科の花で、花言葉は「天上の愛」です。
性格診断は「食べたいものは食べたい、行きたいところには行ってみたいと欲望に忠実。
」
なんだそーです。
（実際はもっと詳しく調べられます。） 皆さんも、図書館の資料を使っ
て「自分の誕生日」について「探究」してみませんか。

「若桐祭」で「古書市」を開きました！
10 月 19 日（土）
・２０日（日）の二日間「若桐祭」が開催されました。
今年創部された「図書部」は図書館で地味な活動を行いました。その一つは
「世界にはこんな図書館があります。
」をテーマに「北欧の知識の壁 スウ
ェーデン・ストックホルム図書館」
「世界最大級の蔵書を誇る ニューヨーク
図書館」
「アフリカ最小の図書館がケニアにもたらす大きな希望」と題して
3 つの図書館を紹介した展示を行いました。1 週間以上前から制作に取り掛
かり、2 日前に完成。見に来てくれた方に説明すると「世界にはこんな図書館
があるんですね。行ってみたいなあ。
」と言っていただきました。もう一つは
「古書市」を開きました。
「リサイクル活動」の一環として好評でした。またここ
では、図書館で育てた「多肉植物」を配布しました。持って行ってくれた人から
「大切に育てますね。
」と言っていただき 感謝！感謝！です。大切に育ててき
てよかったです！

利用者数
本貸出数
開館日数

図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 10月まで）
10/31現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
2019年度
10月
4～10月
10月
4～10月
10月
4～10月
10月
4～10月
10月
4～10月
617
4438
753
4193
854
4586
663
4759
1382
9968
129
1328
108
897
145
1239
153
1121
341
2480
16
113
17
112
18
120
14
104
18
104

10 月の新着は「和食の英語表現事典」（NDC596）はじめと
して「おにぎりの文化史」
（NDC383）など食事をテーマと
した資料が入っています。天候が気になる昨今「今の空から天
気を予想できる本」（NDC451）を入れてみました。工芸な
どの特殊な仕事について調べたいという要望があり「日本の伝
統文化仕事図鑑」（NDC366）を入れたので利用して下さ
い。小説ではﾉｰﾍﾞﾙ文学賞受賞のｶｽﾞｵ･ｲｼｸﾞﾛの「忘れられた巨
人」「浮世の画家」（共に NDC933）や映画で人気の「コー
ド・ブルー」「キャプテン」などもラインナップしています。
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

「若さで勝負」 ！ 熱血授業で世界史を好きにさせるぞ！
今回は先生 1 年生の「岩瀬大城」先生です。岩瀬先生はユニークな指導で「世界史」の授業を盛り
上げています。若さ溢れ！熱血授業をしている岩瀬先生は、日頃どんな本を読んでいるのでしょう
か？やっぱり「スポ根」
、それとも「恋愛小説」
、意外にも「アニメオタク」だったりして・・・・。
Ｑ：
「学校の先生」になって、良かったなと思うことや苦労はありますか？

Ａ： 生徒の成長と共に自分の成長を感じられることですね。苦労は、
自分の伝えたいことを十分に伝えられないというジレンマですね。
Ｑ：休みの日はどんなことをして過ごしていますか？
Ａ：旅行に行ったり、ゲームをしたり、ラノベを読んでいます（オタク系？）。
Ｑ：岩瀬先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：自分の引き出しを増やしてくれる無限の空間ですね。
いっぱい資料があるので、どれを読もうか迷うのも楽しいです。
Ｑ：生徒たちへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：これまで 20 か国以上を旅してきましたが、最初の頃は海外に行くのさえ
不安でした。こんな本があったらいいなと思っていたところで見つけた
のが「はじめての海外旅行」です。日本の常識は、時には世界の非常識です。「いざ」という時に困らないた
めに役立つ一冊です。修学旅行に行く 2 年生には、是非読んでおいてほしいですね。

リサイクル活動にご協力ありがとうございました！！
8 月 28 日～10 月 4 日まで「リサイクル活動」を行い、家にある読み終わった本を回収し
ました。157 冊（他に月刊誌が 35 冊）の本が集まりました。ご協力感謝いたします。あり
がとうございました。集まった本は通知してあります通り、
（１）学校の図書館に排架する。
（２）幼稚園（桐生西幼稚園）
、学童（西小かがやき放課後クラブ）
、に寄贈する。
（３）文化
祭において配布する。
（４）廃棄する。のいずれかの措置を取らせていただきました。文
化祭前の回収でしたが、この「リサイクル活動」は今後も継続して行いたいと思います。
読み終わった本、小さい頃読んで不要になった絵本、ラノベ（ライトノベルズ）などあり
ましたら、図書館に持って来て下さい！
これまで「除籍」された本は「廃棄」されてきましたが、まだまだ利用できるものがたく
さんあります。捨てるのではなく、これからもリサイクルしていきたいと考えています。
※

桐生西幼稚園の園長先生に絵本を渡しました。→
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早いもので、あっという間に 12 月になってしまいました。2019 年も残すところあと少しで
す。今年やり残したことはないですか？ クリスマスや年末年始などすぐにやって来てしまいますよ。
今年のことは来年に回さず、今年のうちにやっておきましょう。2020 年オリンピックイヤーが皆さんにとって
素敵な年になるよう祈っています。そして、たくさん本を読んで知識を蓄え、楽しい毎日が送れるようにしましょう。

「センバツ」の記憶、『スローカーブを、もう一球』を知っていますか！！
本校の硬式野球部は「秋季関東大会」においてベスト 4 に入り、来春の「センバツ甲子園
大会」出場が確実視されています。
「センバツ」というと忘れられない選手がいます。群馬
県立高崎高の「川端俊介」投手です。その川端さんの訃報を伝える記事が「上毛新聞」に掲
載されていました。
『さよなら、
「スローカーブ」―。1981 年春の選抜高校野球大会に群
馬県立高崎高の硬式野球部の主戦投手として出場し、（10 月）22 日に 56 歳で亡くなっ
た川端俊介さん＝高崎市＝の告別式が 26 日、同市内で営まれた。故山際淳司さんのノン
フィクション「スローカーブを、もう一球」の主人公として知られる川端さん。当時の仲間らが同校を初の甲子園に
導いた右腕との別れを惜しんだ。作品は甲子園につながる 80 年の秋季関東大会での「タカタカ」の快進撃を追った。
川端さんが緩急と制球力を武器に、強豪校に立ち向かう物語が人気を集めた。』また「スローカーブを、もう一球」に
ついては「松岡正剛の千夜千冊」で『センバツ高校野球で群馬の無名の高崎高校が関東代表になった経緯を取材した
もので、ふつうなら高校野球のテレビドキュメンタリー番組ではないが、少しくらいは汗と涙のドラマが描かれてい
てもよさそうなのだが、まったくそうではなく、地味で寡黙で普通の体格の川端俊介というピッチャーに的を絞り、
それもスローカーブに的をしぼって、やはり読ませるものになっている。
』と紹介されています。
群馬県の代表として甲子園でプレー、応援する桐一生には、是非読んでほしい 1 冊です。

「海外へ行こう！」 修学旅行の準備だ！
「もういくつ寝るとお正月・・・♬」なんていうメロディーが聞こえてくる
季節になりましたね。年が明けるとすぐに「修学旅行」です。今年度は、
2 年総合コースが「台湾」
、製菓衛生師コース・調理科が「シンガポール」
ですね・・・行きたいな・・・。海外への修学旅行なんて羨ましいですよね。
自分が高校 2 年生の修学旅行は「京都・奈良」でした。（何年前だ？？）
でも、初めて海外に行くっていう人も多いのでは。そこで、海外旅行に行く
ため事前学習をしっかりとしておきましょう。まずは先月号で岩瀬先生が紹介してくれた「はじめての海外旅行」
（NDC290）でマナーやルールを学びましょう。続いて「おいしい台湾華語」「今日からはじめる台湾華語」
（共に NDC828）で簡単な会話ができるようにしたいですね。両方とも複合資料になっているので、CD が付い
ています。耳で聞きながら勉強できますよ。
「るるぶ」の「台湾」「台北」「シンガポール」を入れてあるので、
街を歩いたり、美味しいものを食べたり、お土産を買うのに役立ててください。楽しい旅を！！

利用者数
本貸出数
開館日数

図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 11月まで）
11/30現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
2019年度
11月
4～11月
11月
4～11月
11月
4～11月
11月
4～11月
11月
4～11月
456
4894
904
5097
635
5221
0
4759
1569
11537
134
1462
154
1051
238
1477
304
1425
470
2950
16
129
17
129
18
138
0
104
19
123

※ 2018 年度は 10 月 27 日以降司書不在のため「利用者数」
「開館日数」の統計がありません。

1１月の新着は「ギネス世界記録 2020」（NDC030）や「現代用語
の基礎知識」（NDC031）
「医学の歴史大図鑑」
（NDC490）
「グロー
バル環境ガバナンス事典」
（NDC519）などたくさんのレファレンス
ブックが入りました。映画化された作品では「ブラック校則」、シリー
ズは「階段島（「いなくなれ、群青」）」です。絵で見て分かる「こども
六法」
（NDC320）
、
「食事と漢方で治すｱﾄﾋﾟｰ皮膚炎」（NDC494）
「おうちで簡単！薬膳・漢方」（NDC498）も面白いぞ！
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

「図書委員長」 は頑張っています！ もっと図書館を利用しましょう！
今回のインタビューは、図書委員会委員長の「山本凛」君（２Ｆ１）です。図書委員会の活動や
今後の目標などを聞いてみたいと思います。またどんな本が好きなのか楽しみです。
Ｑ：
「図書委員会」の活動を教えてもらえますか。

Ａ：月末に図書館にブックリストを取りに行って、新着本をクラスに紹介
しています。またクラスの人たちからリクエストを募っています。
Ｑ：今後新しい活動をする予定はありますか？
Ａ：新しい活動ではありませんが、
「リサイクル活動」を継続していきま
す。図書委員会からの呼びかけを積極的に行いたいと思っています。
Ｑ：山本君にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：勉強で疲れた後に心を休められる場所ですね。余裕があるときには、
面白い本を探すブラウジングが楽しいです。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：川端康成の「雪国」です。書き出しの「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」に始まり、
島村は駒子の一途な生き方に惹かれながらも、ゆきずりの愛以上のつながりを持とうとはしません。
ゆっくりとした展開がもどかしくて、いつの間にか物語に引き込まれてしまいます。

「閉架」って言葉を知っていますか？
最近青い背表紙の文庫本「講談社学術文庫」とクリーム色の背表紙
「講談社現代新書」が少なくなったような気がする？！って思った人
はいませんか？ その人はなかなかの図書館通だぞ！ その通りなん
です。これらは準備室の奥の棚に並んでいます。以前はここの棚は、
棚板が立てかけられていて本棚として使えませんでした。それを環境
整備の一環として整理しました。そして、あまり読まれない資料をし
まいました。読まれないからと言って捨てるのではなく、しまったの
です。閉架棚であってもちゃんと排架してあります。それは必要な時
にすぐに資料が取り出せるようにしておくためです。ですから必要な
資料があったり、資料を探したい時にはカウンターに声をかけてくだ
さい。こうやって資料を保存することを「閉架」と言います。
図書館の資料は大切に保存しています。皆さんがいつでも利用できる
ようにしていますので、たくさん利用して下さい。

No.９

20２０年 1 月

桐生第一高校図書館発行

I wish you a Happy New Year！

2020 年が始まりました。今年はオリンピックイヤーです。

いよいよ東京にオリンピックがやってきます。どんなドラマが生まれるのでしょうか？今から楽しみです。
とその前に「今年でお年玉をもらうのが最後！」なんて残念な人が多いのでは。18 歳は「選挙権」を持つ「大人」な
ので仕方ないですよね。１・２年生はもう少し時間がありますが、その分勉強してくださいね。図書館で待ってます！

「アウシュヴィッツ』を知っていますか！ 歴史の中から消してはいけないページです。
アウシュヴィッツ＝ビルケナウ強制収容所とは、ナチス・ドイツが第二
次世界大戦中に国家を挙げて推進した人種差別による絶滅政策（ホロ
コースト）および強制労働により、最大級の犠牲者を出した強制収容所
である。収容された 90%がユダヤ人（アシュケナジム）であった。即
刻の処分を免れた被収容者は、男女問わず頭髪をすべて刈り、消毒、写
真撮影、管理番号を刺青するなど入所にあたっての準備や手続きを行
う。管理番号は一人ひとりに与えられ、その総数は約 40 万件とされ
る。
（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）
』参照）
強制収容所内には、国際監視団の視察をごまかすためにつくられた学
校が存在した。そこには 8 冊だけの秘密の“図書館"がある。図書係に任命されたのは、14 歳のチェコ人の少女ディ
タ。その仕事は、本の所持を禁じられているなか、ナチスに見つからないよう日々隠し持つという危険なものだが、
ディタは嬉しかった。彼女にとって、本は「バケーションに出かけるもの」だから。ナチスの脅威、飢え、絶望にさ
らされながらも、ディタは屈しない。本を愛する少女の生きる強さ、彼女をめぐるユダヤ人の人々の生き様を、モデ
ルとなった実在の人物へのインタビューと取材から描いた、事実に基づく物語。
（amazon 作品紹介より）
「アウシュヴィッツの図書係」を「アウシュヴィッツのタトゥー係」と合わせて是非読んでほしい。

「国境を越えたスクラム」 共生社会を実現するために！
「何があっても日本以外の国の代表になるわけにはいかないと思った。
」かつてリーチマイケ
ルはそう語った。ラグビーは、代表選手の国籍を問わない。居住年数など一定の条件を満た
せば、国籍と異なる国の代表としてプレーできる。多様なルーツを持つ選手たちは、なぜ「日
本代表」となることを選んだのか。また選手たちが一つのチームになっていくため、何が必
要だったか。
“共生”を目指す社会のヒントがここにある。（[BOOK ﾃﾞｰﾀﾞﾍﾞｰｽ]参考]
「グローバルな社会」と言われる割に、まだまだ根強く残る「人種差別」
「偏見」「いじめ」。
真の「共生」を実現するためには超えなければならない壁がたくさんあります。様々な壁を
乗り越え愛する日本のために戦った「異国から来たサムライたち」から本当の勇気を学んで
欲しいと思います。また昨今取り上げられている「インクルーシブ教育」にも真剣に取り組
んでいかなければなりません。今こそ私たちは「ONE TEAM」になりましょう。

利用者数
本貸出数
開館日数

図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 12月まで）
12/31現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
2019年度
12月
4～12月
12月
4～12月
12月
4～12月
12月
4～12月
12月
4～12月
404
5298
381
5478
348
5569
0
4759
959
12496
155
1617
85
1136
132
1609
158
1583
299
3249
11
140
14
143
13
151
0
104
13
136

※ 2018 年度は 10 月 27 日以降司書不在のため「利用者数」
「開館日数」の統計がありません。

12 月の新着は「世界の図書館」（NDC010）
、
「シルクロード歴史大百科」
（NDC220）、
「激甚化する水害」（NDC369）などのレファレンスブックを
はじめとして、国連難民高等弁務官で平和のために尽力した緒方貞子の
「私の仕事」
（NDC369）が排架しているぞ。小説では十二国記シリーズ
最新刊「白銀の墟 玄の月」が 4 巻、
「背中の蜘蛛」「アンジュと頭獅
王」
「ツナグ

想い人の心得」など。面白いところでは「恐竜超世界」

（NDC457）
、
「びっくり不思議 MAPS」（NDC290）などもあるぞ！
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

日々稽古、目指すは「全国大会」！ 休日はのんびり読書でリフレッシュ！
今回のインタビューは、武道の先生で、柔道部顧問でもある「田代斉」先生です。柔道部は全国大会出場を
目指して日々練習に励んでいますが、田代先生が休日の暇なときに読む本とは・・・・？
Ｑ：
「柔道部」の目標を教えてもらえますか。

Ａ： 勿論「全国大会出場」、「上位入賞」
、そして最終目標は「頂点」です！
Ｑ：柔道を教えるうえで心掛けていることはありますか？
Ａ：昔は稽古稽古で鍛えましたが、現在は選手に自主的に考えさせて、練習や
技を工夫させています。ただ精度を高めるため細部には気を遣いますね。
Ｑ：田代先生にとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ：自分を高められる所です。だから読む本も心理学や行動学が多く、選手に
自分の気持ちや目的をどうやったらうまく伝えられるかを考えています。
小説は稽古がない時、現実逃避して自分をリセットするのに読みますね。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：門井慶喜の『若桜鉄道うぐいす駅』です。私の実家が駅前にあるからか、この本を読んで景色・情景が
鮮明に浮かんできたんですね。また「青春ミステリー」でありながら、私の心には「切ないラブスト
ーリー」に感じられました。とても面白い作品なので、みなさんも是非読んで下さい。

「書誌データのカード」を見たことありますか？
昔は書誌データをどうやって保存していたか知っていますか？「カード」
で保存していたんですよ。だから保存専用の棚があったんです。図書館
では、現在約 32,000 冊所蔵していますので、32,000 枚のカードが存在
していました。分類されたカードの中から、データを探して本棚に行き、
目的の本（資料）にたどり着くのです。時間と手間のかかる作業でした。
しかし、PC（パソコン）の普及により書誌データはデジタル化され、カー
ドは消滅しました。と同時に専用の棚も、その役目を終えました。学校図
書館や公立図書館では、処分に困りながらも置いたままにはしておけず廃
棄されました。
ところが、本校の図書館には置いたままになっていたんです。「国語総合」
の教科書に載っている『徒然草』の「亀山殿の御池に」の「回らない水車」
と同じように「いたづらに」置いてありました。何とか再利用できないかと
思案しましたが、書誌データカードのためにだけに作られた棚でありいいア
イデアは浮かびませんでした。今回、図書館用品の「キハラ」と相談して本
棚と交換しました。新しい本棚が増えましたよ！ ※「いたづらに」は「無駄に・役に立たない」の意。
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2 月 4 日は「立春」で暦の上では「春」なんですが、まだまだ寒いですね。風邪などひかないよう
に注意して下さい。2 月 14 日は「セント・バレンタイン」ですね。女の子はチョコレートを誰にあげるのかな？
男の子は何個もらえるのかドキドキしてるのでは。2 月は他にも「節分」や「建国記念の日」、更に今年から「天皇誕生日」
もカレンダーに加わったぞ。そして、3 年生はもうすぐ「卒業」ですね。１．２年生には学年末テストが待ってるぞ！

「いじめ、虐待に悩んでいる君へ」 君を強くする法律の本です。
いじめや虐待は犯罪です。人を殴ったり蹴ったり、お金や持ち物を奪ったり、
SNS にひどい悪口を書き込んだりすれば、大人であれば警察に捕まって罰を
受けます。それは法律という社会のルールによって決められていることです。
けれど、子どもは法律を知りません。誰か大人が気づいて助けてくれるまで、
たった一人で犯罪被害に苦しんでいます。
もし法律という強い味方がいることを知っていたら、もっと多くの子どもが勇
気を出して助けを求めることができ、救われるかもしれません。
（内容紹介）
気軽に「死ね」って言ってはいけない？
「こいつムカツク！！」
「死ねってみんなで送っちゃおうぜ」
そんなことは絶対にダメです！ 「刑法 第 202 条 自殺関与及び同意殺
人」に「人に死ぬことをすすめたり、手伝ったりして自殺させたりした人、
または本人に頼まれたり、殺してもいいと同意を得たりして殺した人は、6 か
月以上 7 年以下の懲役か禁錮とします。
」とあるので、安易に「死ね！」なん
て人に向かっていってはいけません。人権問題にも関わるぞ！

情報化社会の恐怖を描くサイバー・サスペンス！「スマホをおとしただけなのに」
麻美の彼氏の富田がタクシーの中でスマホを落としたことが、すべての始まりだった。拾い
主の男はスマホを返却するが、男の正体は狡猾なハッカー。麻美を気に入った男は、麻美の
人間関係を監視し始める。セキュリティを丸裸にされた富田のスマホが、身近な SNS を介
して麻美を陥れる凶器へと変わっていく。一方、神奈川の山中では身元不明の女性の死体が
次々と発見され…。
（
「BOOK」データベースより）
「このミステリーがすごい！」大賞を受賞した作品で、続編「スマホを落としただけなのに
囚われの殺人鬼」も情報化社会の恐怖を描くサイバー・サスペンス！として人気だぞ！
「あなたの全てを知っている存在。それは家族でも恋人でもなく・・・・“スマホ”です。
」
だから日常生活の中にこそ真の恐怖が潜んでいることを忘れないようにしましょう！

利用者数
本貸出数
開館日数

図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 1月まで）
1/31現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
2019年度
1月
4～1月
1月
4～1月
1月
4～1月
1月
4～1月
1月
4～1月
353
5651
233
5711
490
6059
0
4759
1219
14102
71
1688
61
1197
137
1746
245
1828
300
3549
10
150
17
160
15
166
0
104
15
155

※ 2018 年度は 10 月 27 日以降司書不在のため「利用者数」
「開館日数」の統計がありません。

１月の新着は、現在中高生に大人気の「鬼滅の刃」の小説版が遂に入荷
したぞ！「夜明けの図書館」、西尾維新の「混物語」「余物語」も入荷。
「読む薬」
（NDC019）や「こんなスープなら作れそう」（NDC596）も読ん
でほしい資料だ。介護士や保育士、教員を目指すなら「ﾄﾞｲﾂのｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ
教育と障害児者の余暇・ｽﾎﾟｰﾂ」「ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ教育を通常学級で実践するっ
てどういうこと？」
（ともに NDC387）は必読だ！先生たちにも読んでほし
い資料なんだ。理系の人にお薦めなのは「科学はすべてを解決する‼」
（詳しくは図書委員が掲示するブックリストで確認して下さい。
）

「図書部部長」 1 年間お疲れさまでした！ 図書館に新しい風を！
今回のインタビューは、初代・図書部部長の「登坂涼香」さんです。今年度創部された「図書部」の
活動や本に囲まれて活動している人ならではのお薦めの本を聞いてみたいと思います。
Ｑ：
「図書部」の活動を教えてもらえますか。

Ａ：美術班は館内の飾り付けや案内のポスターを作り、作業班は本の
カバーかけや書架の整理をしています。私が担当したのはカウン
ターでの業務と「図書館だより」のインタビューコーナーです。
Ｑ：活動を通して感じたことを教えて下さい。
Ａ：本が好きな人って多いんだなあと思いました。それと自分として
はもっとたくさん本を読んでおけば良かったなと思います。
Ｑ：登坂さんにとって、
「図書館」とはどんな場所ですか?
Ａ： 落ち着いて勉強したり、読書が出来るので、学校の中で一番好きな場所です。一日中いてもいいです。
Ｑ：みんなへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：初音ミクが主人公の「千本桜」です。初音未來は、千本桜と呼ばれる桜の森に迷い込んで意識を失う、
目を覚ますとそこは別の世界、大正の帝都桜京でした。やがて未來は妖異・影憑との戦いに巻き込まれ
ていきます。小説の中で、バーチャルな世界を幻想的に体感することができます。是非読んで下さい。

人の命を助けることが「私の仕事」

小さな巨人「緒方貞子」

（2019 年）10 月 29 日、日本人初の国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子さんが亡くなっ
ていたことが分かりました。92 歳でした。緒方さんは在任中の 10 年間でイラク・クルド難
民問題、ボスニア紛争、ルワンダ大虐殺問題などに取り組み、支援と「難民へのリスペクト」
を訴えました。
（
「文藝春秋」より）

※

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

1991 年に日本人として初めて国連難民高等弁務官に就任した緒方貞子さんは、就任直後にい
きなり大きな問題に立ち向かうことになります。それは、トルコに入国拒否されたイラク北部
のクルド人 140 万人に対し支援を決断したことでした。その支援は、当時の UNHCR が、支
援対象となるのは国境を越えた避難民としていたものを、国境を越えない避難民にも支援を行
うという大きな方針転換を伴うものでした。このことについて「特別インタビュー」の中で「私の仕事は、クル
ド人への支援から始まりました。就任間もない頃でした。国境を越えたら支援する、国境を越えないなら支援し
ない、ということでは目の前のクルド問題は解決できません。イラク北部のクルド難民と UNHCR 内で議論を重
ねた結果、国内避難民（Internally Displaced Persons ）を支援することを決断しました。生命と安全と生活
を保障するのは国家ですが、国家がそれを保障してくれない状況になったとき、国家に代わって誰がどのように
その方たちの面倒をみるかを決めたり工夫したりするのが UNHCR の任務でした。UNHCR は「人」を相手に
しているわけですから、人々の生命を守るためにはとにかく速く動くことが先決でした。
」と語っています。
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3 月は「卒業式」があって先輩との別れの季節ですね。でも、桜が咲くころには新しい後輩が入っ
てきて自分は一つ先輩になるんです。その前に、先輩になるためには「進級」できないとダメですよ！大丈夫ですか？
無事進級できるよう図書館で勉強しましょう！そして、春休みには高校野球「春のセンバツ大会」が待ってます！！

「カズオ・イシグロ」は、どこ？ 請求記号」は大切なんだ！
ある昼休み、男子生徒がカウンターに来て「母に薦められて『カズオ・
イシグロ』の本が読みたいんですけど、ありますか？」と言うので、検索
してみると「2016 年 4 月」に「わたしを離さないで」が入荷していた。
イギリス人（5 歳で渡英した）で 2017 年に「ノーベル文学賞」を受賞し
ている。そんな先入観があって「933 ｲ」で棚を探したが見つからない。
「B933 ｲ」で探しても見当たらない。どうしてだろうと検索結果を見
直してみると、なんと「請求記号」は「BF ｲｼ」になっていた。
「請求記
号 933」は「英米文学」の「小説・物語」だが、
「BF」は「日本文学
の小型文庫本」である。分類が間違っていては見つけることはできない。
思い込みで探しに出てしまったが、まさかこうなっているとは思いもしなかった。2019 年 10 月に入れた
「忘れられた巨人」
「浮世の画家」、英語圏最高の文学賞とされるブッカー賞を受賞した「日の名残り」は英米文学の
「933 ｲ」で排架してある。 だが、
「請求記号」はその図書館に適した記号を付けるほうが効果的な場合がある。
例えば、
「平成スポーツ史」という資料の場合、
「平成史」として歴史資料で扱うならば「2 番」の棚に排架される
が、
「スポーツ」としての資料ならば「7 番」の棚に排架される。この判断は学校の教育課程に沿って、またどちら
で分類した方が利用頻度が高いかなどを考慮して排架されることになる。

「激甚化する水害」 日頃からの“備え„が大切！
2011 年 3 月 11 日「東日本大震災」が起こった時、あなたはどこで何をしていました
か？ 突然、大災害が起きることなど誰が予想できるでしょう。しかし、近年は地球温暖
化や気候変動の影響で、台風やゲリラ豪雨による大規模な水害・土砂災害が頻発していま
す。この「激甚化する水害」
（NDC369）では豊富な写真や資料を交えて、最近発生した
大規模災害の実例を紹介するとともに、そのメカニズムを明らかにし、社会や経済に与え
る影響についてまでも解説しています。また、さらなる災害の激甚化に備え、今後の防災の
在り方の指針が示されています。いつどこで自分が被災者になってしまうのかわかりませ
ん。
「自衛隊防災 BOOK」
（NDC369）では「料理中だったら」
「入浴中だったら」など災
害発災時の具体的な生活の中でのシチュエーション別ライフハック術を伝授してくれま
す。また、災害や事故の被害にあってしまった被災時の正しい応急処置や初動対応についても教えてくれます。
あなたやあなたの大切な人を守る力になるためには、日頃からの「備え」が必要なのです。

利用者数
本貸出数
開館日数

図 書 館 の 利 用 状 況 （2015～2019年度 2月まで）
2/29現在
2015（Ｈ27）年度
2016（Ｈ28）年度
2017（Ｈ29）年度
2018（Ｈ30）年度
2019年度
2月
4～2月
2月
4～2月
2月
4～2月
2月
4～2月
2月
4～2月
392
5651
345
6056
703
6762
0
4759
991
15093
79
1688
73
1270
209
1955
168
1996
236
3785
13
150
17
177
16
182
0
104
17
172

※ 2018 年度は 10 月 27 日以降司書不在のため「利用者数」
「開館日数」の統計がありません。

図書館のカウンターの小さな物語！！
ある朝、カウンターに本を借りに来た女の子に教頭が「読みたい本があったらお願いし
て。入れてくれるから。
」と声をかけた。「ホントですか。」と彼女は嬉しそうにリクエスト
カードに「うちの 3 姉妹」と書いていった。昼休み「本が古いうえ、20 数巻出版されてい
るので揃えるのは困難です。」と返事を書いていると、2 年生のヨネちゃんがやって来て
「その本面白いですよね。」と言う。
「何とかしてあげたいんだけど。
」と顔を曇らせてしま
った。次日の朝、ヨネちゃんが「これどうぞ！」と「うちの 3 姉妹」を 12 冊持って来てくれた。
「ありがとう！リクエ
ストに応えられるよ。
」と笑顔をみせると、
「どういたしまして。」とドヤ顔でポーズを決めた。この光景を思い出すと

< 失笑！> 教頭の何気ない一言からドラマが生まれた。図書館のカウンターには、いつもこんな小さな物語がある。

「図書館の資料」は知識の宝庫‼ 今から利用のしかたをマスターしよう！
今回のインタビューは理学療法士を目指して猛勉強中の OB「小此木大輝」さんです。
医療現場での実習経験を通して、後輩たちにどんなアドバイスをしてくれるのでしょうか？
Ｑ：高校時代に「図書館」を利用しましたか？
Ａ：3 年の夏から AO 入試に向けて、志望理由書や課題・プレゼンテーショ
ン作成のため担任に閉じ込められました。嫌というほど資料を読みまし
た。資料なんて読んだことがなかったので、初めは苦労しましたね。
Ｑ：
「図書館」の利用について、後輩にアドバイスをお願いします。
Ａ：受験でというよりも、進学してからの方が利用すると思います。レポート
を作成するためには、資料は不可欠です。資料を利用できなければレポー
トは書けません。だから、資料を利用する術を身に着ける事が大切です。
Ｑ：後輩たちへの「オススメの 1 冊」を紹介して下さい。
Ａ：書籍ではありませんが、
「Newton」2020 年 3 月号「人体の取扱説明書」で
す。医療現場で働く全ての人が「運動・解剖・生理」について学びます。そこで最初に学ぶのが「解剖学」
です。この号には医療系の仕事に絶対に必要な知識の基礎中の基礎が載っています。教科書は文章での説明
ですが、これは図で説明しているので分かりやすいです。医療を目指す人は必読の 1 冊ですよ。

図書館を利用しての授業

「主体的・対話的で深い学び」（アクティブラーニング）の実践！

1 年スポーツＣの 3 クラスが総合探究で 1 年間「図書館」を利用して「調べ学習」を行
いました。全体のテーマは「健康とスポーツ」で、各班に分かれそれぞれ課題を設定し
ました。
「トレーニング方法」
「栄養」
「ケガの予防と対処」「体作り」「メンタルトレーニ
ング」など自分たちで決めた課題を更に個別に分析、たくさんの資料を利用しました。
「早稲田大学競争部のおいしい寮めし」「巨人飯」（共に NDC596）からスポーツ栄養
学に興味を抱き、
「筋トレ＆筋肉ごはん」
「筋肉をつくる食事・栄養」「スポーツ選手の
栄養と食事」（全て NDC780）等の資料から健康に大切な食材は「トマト」
、記憶力維
持には「タマゴ」
、最強のビタミン C を持つのは「キウイ」との結論にたどり着きまし
た。また発酵食品に着目「医者が考案した『長生きみそ汁』」（NDC798）から「毎日
味噌汁を飲みましょう。」
、食材と組み合わせて栄養抜群なのは「豚汁です。
」という結論
も出てきました。
「トレーニング」では、鍛えるだけでなく「すっきり疲労が回復する
本」「ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ式最高の睡眠」（共に NDC498）から「休息」の大切さを導き、メンタ
ル面では「目標達成のルール」（NDC159）で目標を立てることの大切さを説きまし
た。3 学期にはまとめとして全体会で各自が調べたことを発表しました。発表もユニー
クで「ストレッチ」や「トレーニング」を実演しながらの説明もありました。

