一般開放用

浜松修学舎中学校・高等学校 令和元年度

図書館だより 6月号
浜松市中区向宿2-20-1 ☎461-7356

1.

連載

読書の達人

図書課の私たち３人がみなさんに読書のおすすめをします。

中学部 上谷（英語科）司書教諭

みなさんは人に何かをプレゼントすると
きにどんなことを考えますか？
どんなに高価なバッグも幼稚園児は欲し
がらないだろうし、幼稚園児が喜びそうな
アニメキャラクターの人形は大人は要ら
ないでしょう。高価な物や品質の良い物
が必ず良い贈り物とは限りません。
では最も賢い人、賢者はどんな贈り物
をするんでしょうか？ まず賢者とはどん
な人なんでしょうか？
これは心温まるとても感動的な贈り物
の話。
ぜひ一度読んでみてください。

３．

高校部 岩邊（国語科）

『賢者の贈り物』 ： オー・ヘンリー
『0ヘンリー短編集』より

司書 米田

令和4年度 看護科・専攻科開学

6月23日：沖縄慰霊の日
6月27日：奇跡の人の日
；ヘレンケラーの1880年の誕生日

『下町ロケット』 ： 池井戸潤
933.7 へ

面白かったです。お話ももちろんそうですが、わたしは
文系出身で技術開発やら製作所やらとは縁のない人生
を歩んできたので、まったく新しい世界や人生を垣間見
ることができたのが面白かったです。ハラハラしながらも
明るい気持ちになれるお話で、専門的な部分もすごくわ
かりやすく描かれていて、内容に引き込まれます！

913.6 イ

こんな方におすすめ
☆男性も女性も楽しめるお話です
☆夢がある・夢を追いかける熱い話を読みたい方
☆技術職や製作に興味のある方・難しくないのでちょっ
公共図書館では予約が殺到しているそうです……

『傑作はまだ』 ： 瀬尾まいこ 【5月号の新着図書に掲載しました】

４．

2019年本屋大賞受賞の『そして、バトンは渡された』は父親3人・母親2人を転々として、それぞれに大切に思
われ育つ優子（＝リレーのバトンのよう）の、血縁よりも深いつながりの感動物語でした。
この新作は｢血の繋がりしかない父子｣に絆はあるのか、家族になれるのか…というお話です。
“どういうこと？”と思うでしょうが、そこは読んでからのお楽しみ。対象は小学高学年くらいから大人まで。
「実の父親に言うのはおかしいけど、やっぱりはじめましてで、いいんだよね？」「しばらく住まわせて」と２５歳
の息子・智の突拍子もない言動に押し切られてスタートした同居生活。成長していくのは、それまでほぼ引きこ
もり作家だった父・加賀野のほうです。智のおじいちゃんが加賀野に言った言葉「お前の最高傑作は息子だ」
にゴールするまで、瀬尾まいこ流のさまざまな仕掛けが巧みで、笑いと涙がいっぱいで楽しく読めます。
智が「現実は小説の世界よりも善意に満ちている」と語るところなど、胸が熱くなり、『傑作はまだ』が傑作じゃ
ないですか瀬尾さん、と本にむかって叫んでしまいました。
温かい作品に出会えた時は幸福感で心が満たされます。……読書って本当にすばらしいですね！！

911.56 セ

2. 新着図書から

皇祖神・天照大神を祭る神宮。
神宮に奉仕する皇女が住まう
斎宮。古代史の中に探る、そ
の全貌。

ロボット、AI、ナノテクノロジー、iPS
細胞。骨髄バンク、超高齢社会で
の介護、認知症医療、途上国での
医療や医療制度の支援の最新状
況。

裁判の基本的なしくみ、裁判用語の謎、
当事者になった場合の考え方など、Ｑ
＆Ａ方式で幅広く回答。裁判がわかる
と、人生が深く、面白くなる！

時代を代表する作曲家と作品、演
奏法や作曲法、音楽についての考
え方の変遷をたどり、西洋音楽史
を俯瞰する。

平成とは天皇制の新たなスタイ
ルが確立された時代だった。天
皇明仁と皇后美智子が生み出
した「平成流」は退位後も受け
継がれるのか。

医師の連続３０時間を超える労働や、
夜間診療が恒常化している医療現場。
医師の過重労働は、わたしたちに何
をもたらすのだろうか。

どんな子にも居場所をつくる教育を
実践する大阪市立大空小学校の日
常を追った映画『みんなの学校』の木
村泰子元校長と、教育評論家・尾木
ママが熱く語り合う。

未来の社会でＡＩがになっていく仕
事、ＡＩが持つ課題、ＡＩとのつきあ
いかたについて探っていく。

学内関係者は、お知らせが異なりますので校内掲示をご覧ください

一般開放用

②“いのちの読書会” 参加者募集中！！

① 次回一般開放の予定日

年の誕生日

お
知
ら
せ

6/ 1（土）
6/26（水）

（9：30～12：30）
（16：00～18：00）

7月からの 図書館カレンダーに変更
があります。
ホームページでご確認ください。

３． 新着図書
【ご注意】
請求記号

イ

・小学５・６年生コース
・中学生コース
・高校生～一般（年齢不問）コース

死とは、生きるとは何か、
いのちの尊さについて、
いっしょに考えましょう！

日程・内容等、詳細はホームページでご覧ください。

請求番号順

タイトル(巻次／版)

著者

出版者

請求記号

タイトル(巻次／版)

著者

出版者

007.13 カ 1

AIのひみつ AIってなんだろう？／1

香山, 瑞恵

フレーベル館

837.7 サ

日本のむかし話・オリジナル英語シナリオ集／v.1

佐生, 武彦

ふくろう出版

007.13 カ 2

AIのひみつ くらしをささえるAI／2

香山, 瑞恵

フレーベル館

837.7 ナ

ももたろう

中村, とも子

ﾗﾎﾞ教育ｾﾝﾀｰ

007.13 カ 3

AIのひみつ AIと人間のこれから／3

香山, 瑞恵

フレーベル館

837.7 ナ

かさじぞう

中村, とも子

ﾗﾎﾞ教育ｾﾝﾀｰ

175.8 ニ

伊勢神宮と斎宮

西宮 秀紀

岩波新書

837.7 マ

はじめてのオールイングリッシュ授業

又野, 陽子

明治図書出版

237

イタリア史１０講

北村 暁夫

岩波書店

837.7 マ

The twelfth angel

Mandino, Og

Kodansha Int'l

288.4 ハ

平成の終焉―退位と天皇・皇后

原 武史

岩波書店

837.7 モ

小学生のための楽しい英語劇

森友, 敦子

三友社出版

327

裁判官が答える裁判のギモン

日本裁判官NW 岩波書店

837.7 モ

小学校の先生のためのClassroom English

山田, 暢彦

東洋館出版社

361.45 サ

流言のメディア史

佐藤 卓己

岩波書店

910.23 キ

病の言語表象

木村, 功

和泉書院

372.1 オ

「みんなの学校」から「みんなの社会」へ

尾木 直樹

岩波書店

910.26 タ

音でみる心も色も

髙林, 正夫

本の泉社

383.81 ナ 1

歴史ごはん

縄文～弥生～奈良時代の食事／第1巻
永山, 久夫

くもん出版

910.268 タ

火花

高山, 文彦

七つ森書館

383.81 ナ 2 歴史ごはん 平安～鎌倉～室町時代の食事／第2巻永山, 久夫

くもん出版

913.6 10

最弱無敗の神装機竜(バハムート)／10

明月, 千里

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

383.81 ナ 3 歴史ごはん 安土・桃山～江戸時代、現代の食事／第3巻
永山, 久夫

くもん出版

913.6 11

最弱無敗の神装機竜(バハムート)／11

明月, 千里

SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

キ

ニ

十二番目の天使

391.6 エ

国家機密と良心―私はなぜペンタゴン情報を暴露したか
Ｅｌｌｓｂｅｒｇ，Ｄａｎｉｅｌ
岩波書店

913.6 オ 15 大江健三郎全小説／15

大江, 健三郎

講談社

498.04 サ

医の希望

齋藤 英彦

岩波書店

913.6 ホ

北條民雄

しみじみ文庫

498.16 ウ

安全な医療のための「働き方改革」

植山 直人

岩波書店

918.68 ホ

北条, 民雄

講談社

498.04 サ

医の希望

齋藤 英彦

岩波書店

918.68 ホ 1

北条, 民雄

東京創元社

762

ものがたり西洋音楽史

近藤 譲

岩波書店

918.68 ホ 2 の
定本北条民雄全集／下

北条, 民雄

東京創元社

コ

いのちの初夜 （朗読CD3枚組）

そ
北條民雄小説随筆書簡集
の
定本北条民雄全集／上
日
そ
日

４． 雑誌＆新聞

２５誌＆４紙

input なくして output なし

館内閲覧のみ

新しい情報を自分のものに!！

・朝日新聞
・中日新聞
・朝日中高生新聞
・Asahi Weekly
保健室別置

「昔の人の食事は、どんなふうだった
のかな？」“再現料理”から多角的・多
面的に歴史を考える資料。夏休みの
自由研究にもってこい！

高校生、大学生、社会人で英語劇に
取り組もうとする人や、子ども英語劇
を企画している先生、保護者にも気軽
に取り組める「日本の民話」４編を英
訳したシナリオ。

昔話「かさじぞう」を日本語・英
語の両方で楽しめる。

妻と息子の交通事故死に絶望のどん底
にいたジョン。親友の依頼でリトルリーグ
の監督を務めることになったが、選抜テ
ストで十二番目の選手となったのは、息
子と瓜二つの少年だった。かつて世界の
人々が涙した傑作の英語版。日本語版
もあります。

鷗外、太宰、宮尾登美子、石
原慎太郎など近現代の３０人
の作家たちの作家が描いた

国家の巨大暴力に対抗するテロリズ
ムを描く『さようなら、私の本よ！』と、
国家の巨大暴力がもたらす原発事故

学内関係者は、お知らせが異なりますので校内掲示をご覧ください

当時不治とされたハンセ
ン病を一八歳で発病した
著者。夭逝するまでの数
年間に「癩院受胎」「癩家
族」などを次々に発表し文
学界に衝撃を与えた。高く
評価し支え続けた川端康
成との書簡。死に直面す

