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 やっと、いつもの日常が戻りつつあります。新型コロナウィルスに対しては油断なく、できる

感染予防を行いながら、図書館を開館していきたいと思います。ご協力をお願いします。 

【新型コロナウィルス対策】 

１．学習コーナーの机上に衝立を設置し、７人掛けのテーブルは２人までの利用とする。 

２．一人掛けの机は隣を空け、１７席中９席のみを使用する。 

３．マルチメディアコーナーの利用は先生との面談に限り、生徒同士の利用は当分禁止する。 

４．PCの利用は２人までとする。→使用後消毒する。           

５．常時窓と扉は開放し、空気の流れをつくる。 

６．入室者はマスクを着用し、手指をアルコール消毒する。 

７．貸し出しは自分で「貸し出しカード」に書いて、「カード入れ」に入れる。 

８．使用した鉛筆は使用済みの箱に入れ、人が使ったものは使わない。 

９．返却本は「返却ポスト」に入れる。→消毒後返却処理する。 

10．開館時間、閉館時間は通常通り、朝 7時 30分から 18時 25分までとする。 

 

新しく入った本 

なぜ僕らは働くのか  池上彰監修 GAKKEN 

 俗に言う「コロナ後」、働き方が大きく変化すると言われています。 

そもそも私たちはなぜ働くのか？ 今まさに原点として問われてい

ます。マンガとイラストが多用されており、中学生でも理解できるよ

う作られています。ぜひぜひおすすめです。 

 

 

身のまわりのすごいしくみ大百科 涌井良幸 涌井貞美 KADOKAWA 

 「ハイテク」に見るすごいしくみから「動植物」、「人体」、「気象」など 

身のまわりから 73のしくみを取り上げて解説しています。例えば、QRコ

ード。縦横両方向に情報をもつ二次元コードとあります。詳しくは本を見

て！ほかにも、海水魚と淡水魚ではカラダのしくみがすごく違うとか、新幹線は止まりなが

ら発電している。などなど、目からうろこのしくみがいっぱい！ 

 

裁判長の沁みる説諭 長嶺超輝 河出書房新社 

 説諭とは悪い行いを改めるよう言い聞かせること。司法という権威

に頼ることなく、犯罪の奥にある悲しい事情と当事者の感情に寄り添って

いく類まれな裁判官がいるのです。はからずも罪を犯してしまった人々。

彼らの躓いた人生を好転させるほど魂のこもった言葉を軟らかく投げる

裁判官。その血のかよった「教えさとし」をピックアップしました。新潟

の事件も取り上げられています。 

 

 

令和２年 6月１日 

万代高校図書館  

☆「花布（はなぎれ）－本のはなしをつなげてー」No.54☆ 

「花布」とは本の背の上下にあって、本を補強するためのものです。色糸で編み込んで、その色

合いを楽しんだりします。 

           『武 士 道』新渡戸稲造著 成甲書房 

 

         教頭   小林 正樹先生 

「われ太平洋の橋とならん」新渡戸稲造がアメリカ留学前に恩師に 

答えた言葉です。彼は明治の人物で国際連盟の事務局次長にもなら

れたかたです。昔の 5,000円札の人物と紹介したほうがピンとくるかもしれません。その彼

がアメリカ人の疑問に答える形で書いたのがこの本です。 

 外国人にとって宗教色の無い日本人が規律正しく誠実であることが不思議でした。そこ

で、新渡戸が示した答えが「武士道」でした。本の中で一つのエピソードを語っています。    

日本人は「つまらないものですが」と言ってプレゼントを渡します。外国人にとってはつ

まらないものを渡すことが不思議なのですが、そこに日本人の謙遜・謙虚な心を解説してい

ます。詳細は読んでいただき理解してほしいのですが、「武士道」の中に日本人の良さ・美

しさがたくさん書かれています。 

私は今も続けている柔道を通してこの本に出合え、修行の奥深さが見えてきました。皆さ

んにとっては志を高く掲げ、新たな世界で活躍した新渡戸稲造の生き方を学ぶことで「本当

の夢をつかむ」方向性を見いだすかもしれません。 

 

※ 現在注文中です。 

 

            

 

 

 
 



  

その苦しみは続かない 竹内　昌彦 朝日新聞出版 289 ﾀ

イスラエルとユダヤ人 佐藤　優 ＫＡＤＯＫＡＷＡ319 ｻ

１８歳までに知っておきたい法のはなし神坪　浩喜 みらいパブリッシング320 ｶ

裁判長の沁みる説諭 長嶺　超輝 河出書房新社 327 ﾅ

天、共に在り 中村　哲 ＮＨＫ出版 333 ﾅ

数字でみる日本の１００年 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 351 ﾔ

絶望しないための貧困学 大西　連 ポプラ社 368 ｵ

ドキュメント豪雨災害 谷山　宏典 山と溪谷社 369 ﾀ

持ち歩き！野草・雑草の事典５３２種金田　初代 西東社 470 ｶ

人体、なんでそうなった？ ネイサン・レンツ化学同人 491 ﾚ

ビジュアルパンデミック・マップサンドラ・ヘンペル日経ナショナルジオグラフィック社493 ﾍ

「再エネ大国日本」への挑戦 山口　豊 山と溪谷社 501 ﾔ

法隆寺を支えた木 西岡　常一 ＮＨＫ出版 524 ﾆ

５００円でわかるＬＩＮＥ 学研プラス 547 ｺﾞ

自炊のトリセツ 小田　真規子 池田書店 596 ｵ

「勝ち飯」レシピ　一汁一菜編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ596 ｶ

スマホで困ったときに開く本　２０２０－２０２１朝日新聞出版 694 ｽ

江戸のデザイン図鑑 柏木　博 河出書房新社 702 ｴ

ラグビー語辞典 斉藤　健仁 誠文堂新光社 783 ｻ

英検３級過去６回全問題集　２０２０年度版 旺文社 830 ｴ '20

英検準１級過去６回全問題集　２０２０年度版 旺文社 830 ｴ '20

英検準２級過去６回全問題集　２０２０年度版 旺文社 830 ｴ '20

英検２級過去６回全問題集　２０２０年度版 旺文社 830 ｴ '20

最新英語論文によく使う表現　基本編崎村　耕二 創元社 836 ｻ

図鑑世界の文学者 ピーター・ヒューム東京書籍 902 ｽﾞ

逆ソクラテス 伊坂　幸太郎 集英社 913 ｲ

よその島 井上　荒野 中央公論新社 913 ｲ

ドミノｉｎ上海 恩田　陸 ＫＡＤＯＫＡＷＡ913 ｵ

ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社 913 ｵ

新着図書　　　　　　　4・5月 原爆を見た少年　上 後藤　勝彌 講談社 913 ｺﾞ 1

原爆を見た少年　下 後藤　勝彌 講談社 913 ｺﾞ 2

線は、僕を描く 砥上　裕將 講談社 913 ﾄ

流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社 913 ﾅ

クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社 913 ヒ

ピエタとトランジ 藤野　可織 講談社 913 ﾌ

カケラ 湊　かなえ 集英社 913 ﾐ

昔話法廷　〔Ｓｅａｓｏｎ１〕 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班金の星社 913 ﾑ 1

昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ２ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班金の星社 913 ﾑ 2

昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班金の星社 913 ﾑ 3

昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ４ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班金の星社 913 ﾑ 4

小鳥、来る 山下　澄人 中央公論新社 913 ﾔ

エルマーと１６ぴきのりゅう ルース・スタイルス・ガネット福音館書店 933 ｶﾞ

エルマーとりゅう ルース・スタイルス・ガネット福音館書店 933 ｶﾞ

エルマーのぼうけん ルース・スタイルス・ガネット福音館書店 933 ｶﾞ

帰ってきたメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース岩波書店 933 ﾄ

風にのってきたメアリー・ポピンズＰ．Ｌ．トラヴァース岩波書店 933 ﾄ

公園のメアリー・ポピンズ Ｐ．Ｌ．トラヴァース岩波書店 933 ﾄ

とびらをあけるメアリー・ポピンズＰ．Ｌ．トラヴァース岩波書店 933 ﾄ

ハックルベリー・フィンの冒険　上マーク・トウェイン岩波書店 933 ﾄ

ハックルベリー・フィンの冒険　下マーク・トウェイン岩波書店 933 ﾄ 2

三島由紀夫を巡る旅 徳岡　孝夫 新潮社 B 910 ﾄ

怪しい人びと 東野　圭吾 光文社 B 913 ﾋ

素敵な日本人 東野　圭吾 光文社 B 913 ﾋ

犯人のいない殺人の夜 東野　圭吾 光文社 B 913 ﾋ

なぜ僕らは働くのか 池上　彰 学研プラス S 366 ﾅ

新大学受験案内　２０２１年度版東進ハイスクールナガセ S 376 ﾄ '21


