
大学の先生のイメージといえば、いつでも本を読
んでいそうな人だなど考える人が多いような気がし
ますが、私は巷で話題になっているというような本
もあまり読まないし、特に好きな作家などもいませ
ん。もしかすると自分は「本嫌い」なのかもしれな

いとさえ思っています。ただこんな私にも、自分の
人生が「変わってしまった本」が、一冊あります。
大学を卒業してすぐに私が選んだ仕事は、公立高
校の英語教諭でした。学んできた英語を生かせる仕
事だし、部活や学校行事の指導などなど、充実した
毎日が送れるだろうなと思って選んだ仕事でした
が、現実はちょいと違っていました。悩みが多い毎
日でした。数ある悩みの一つは、一日24時間では足
りないほど忙しいこと。授業以外にこなさなければ
ならない仕事の量は、想像をはるかに超えていまし
た。そして最も私を悩ませたのは、教科指導。使え
る英語を学びたい、大学入試に勝てる英語力をつけ
たい、もう一度初めから英語をやり直したい、英語
嫌いを克服したい、そんな生徒達の願いを叶えてあ
げる自信がない。そんな日々が続きました。自分の
未熟さ故に、生徒をより深い学びに導くことができ
ないことは、本当に罪深いと思っていました。
そんな私が拠り所にしたのが、先輩教師達などが
書いた「指導教本」のような本でした。語彙を定着さ
せるにはこんな活動がいい、速読力を育むにはこん
な方法がある、英語が苦手な生徒にこんなプロジェ
クトをやらせたら目を輝かせた、、、こうした明日の
授業に即役立つ指導上のアドバイスの数々は、自分
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の指導のレパートリーを広げてくれたし、授業に自信を持たせてくれ
ました。土曜日曜に関係なく毎朝 7時前には家を出て、帰宅は21時を
過ぎるような忙しい毎日を過ごしていましたが、英語の指導法を学ぶ
のは本当に楽しかったし、これこそが自分が求めていたものであると
確信していました。でもその楽しみも満たされなくなる日が来ます。
そう、私の人生を変えてしまったあの本に出会う日です。
私の人生を変えた本は、大修館書店の『無責任なテストが「落ちこぼれ」を

作る』です。応用言語学の権威である若林俊輔氏と根岸雅史氏の著書です。タイトルから
も想像がつく通り、中学や高校の先生達が作って実施している小テストや中間・期末テス
トなどは、もっとちゃんと作ってその上できちんとした結果分析と解釈をしなければ、生
徒の英語の力をつけさせるどころか、英語嫌いを量産しますよ！といったことを警告する
内容です。私は、この本を読んで、まるでバットで頭を殴られたような感覚に陥ったこと
を今でもはっきりと思い出します。それまでに自分がやってきたことの浅さを暴かれた気
がして、この本を生徒や生徒の保護者に読まれたら、自分は非難されるに違いないとまで
思いました。あまりにインパクトの強かったこの本は私に、高校教諭を一旦お休みして、
大学院で勉強することを決意させます。それは私が27歳の時、高校教諭として教壇に立ち
始めて 6年目の春のことでした。あの日からもう10年経ちました。あの本に出会わなけれ
ば、私は今こうして大学で教える職に就いたとは思えません。あの日以来私は、人間の行
動を測定する手段（それを私たちはテストと呼んでいるわけですが）のあり方を探ってい
ます。研究活動を始めてしまったわけです。
でもあの本のおかげで今の生活がある、あの本が、私の新たな人生のステージを与えて

くれて感謝しているなどとは、思っていません。だから、「人生を変えてくれた本」ではな
く、「人生が変わってしまった本」なのです。なぜそう思うのかというと、私はたまに研
究の世界なんて、知らなければ知らないで幸せだったかもしれない。あの本に出会わなけ
れば、論文の締切に間に合わせる為に眠れない毎日を過ごすことも、実験がうまくいかな

いことの苦しみを味わうこともなかったのに。あの本にさえ出会わなければ、今
でも私は甲子園を目指して、生徒達と野球をやっていたかもしれないのに、と
思う時があるからです。
まあ、でもそんなことを思うのは、まだまだ自分が教員としても、研究
者としても、そして人間的にも未熟だからだってことを、自覚してはいる
んですよ。私はいつ「人生を変えてくれた一冊の本」に出会えるのか。そ
の日が来ることを楽しみにしています。 〈大塚賢一〉

➡

中部地方史 資料を 1 階に移動（仮置き）
しました。
3 階 書庫  移動書架増設工事 （12月24日～28日）のため、中

部地方史〈215分類〉を 1階の参考図書コーナー及びラウンジ
に仮置きしました。ご不便をおかけしますがご理解ください。

騒音・振動発生します！
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3階書庫 移動書架を改造しました。
　電動式移動書架を
 ハンドル式移動書架 へ改造しました。
使用方法
1） 書架の並びの中央にある固定書架の照明用スイッ
チをON

2） 他の人が使用中かどうか確認―LOCK ロックレ
バーが倒れていないか？

 〈使用中の書架がある時は、他の書架を使用するこ
とはできません〉

3） 使用する書架のハンドルを回転させ通路を開ける。
 〈照明は通路が開くと自動的に点灯します〉
4） 左右の書架の LOCKロックレバーを降ろし、ロッ

  クさせてから通路へ入ってく
ださい。

5）  使用後は1）の照明用スイッチ
をOFF

＊ 注意　書架を可動させる前に必
ず人がいない事を確認してくだ
さい。少々気恥ずかしいかもし
れませんが声掛けを！！＊

2012年度 公開講座【第33回】終了しました。
今年度は桜花学園大学学芸学部英
語学科完成記念「グローバルな視点
から考える日本の未来」を統一テー
マに10月 2 日（火）～10月30日（火）　
毎週火曜日 10時30分から12時10分ま
で524教室で開催されました。第 1講
は特別講師として名古屋大学大学院
法学研究科 後　房雄 教授、第 2～
5 講は本学教員による講義が行われ、
246名のお申し込みがありました。
今、まさにタイムリーなテーマでも
あり、いずれの講座も皆様熱心に受
講され盛況のうちに終了することが
できました。

公開講座　受講者　館外貸出　図書　 5冊　 2週間

　　　　　　　　　　　　　　　※講座開講日から一年間、図書館をご利用になれます。
　　　　　　　　　　　　　　　　すでに62名の方が利用者登録をされました。

ロック

ロック解除

ON
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コピー機（複写機）を移動しました。
受付カウンターの横へコピー機を移動しました。旧コピー室の出入口は耐震補強改

修のため、壁面にしました。 貴重なスペースとして有効利用する
予定です。

■iPS細胞 第 2版（Newton 別冊）
ニュートンプレス

　ノーベル賞受賞前の山中教授のインタビューあ
り。基本的な解説から最新の研究成果の数々を収録
している。

■感謝を伝える お礼の手紙・はがき
主婦の友社 編　主婦の友社

　贈り物やお祝いなど、場面別に必要なお礼の例文
を掲載。「ありがとう」の気持ちを手紙に。

■敬語のレッスン
梅津正樹 著　創元社

　敬語の修得は「習うより慣れよ」。「了解しまし
た」「大丈夫でしょうか？」「お名前を頂戴できます
か？」…90の怪しい敬語を正しい敬語に。

■ 100の神話で身につく一般教養
（文庫クセジュ）
エリック・コバスト 著　小倉孝誠、岩下綾 訳

白水社
　「100語…」シリーズの 1冊。フランスおよび西洋
の文化と歴史、そして現代社会を理解するのに必
要？？だという100項目を解説している。

■「戦争」で読む日米関係100年
　―日露戦争から対テロ戦争まで―

簑原俊洋 編　朝日新聞出版
　「戦争」という国際政治上における重大事件から、
日米関係を検証している。両国の関係がどのように
変遷したか…そして日米関係の将来的展望を描く。

■あなたを変える ココ・シャネルの言葉
髙野てるみ 著　イースト・プレス

　「強くなる」、「賢くなる」、「美しくなる」、「愛され
る」の 4章に、ココ・シャネルの66の言葉がある。
この言葉から「女子力」を発揮し、明日を生き生き
と！

■能・狂言の見方楽しみ方
柳沢新治 著　山川出版社

　日本における最初の本格的演劇だという能楽。第
1章の 2は、有名な“人間五十年、下天の内をくら
ぶれば、夢幻の如くなり”―「信長の〈桶狭間〉を
能に作ると」である。最終章には、「初めて能を見
る方へ」という親切なガイドもある。

■日本巫女史
中山太郎 著　国書刊行会

　柳田國男に師事した中山太郎が大岡山書店（昭和
5年）から出版したものを現代仮名遣い、新字体、
ルビを補うなどして読みやすくしたもの。巫女の生
活の歴史だけではなく、巫女の種類、階級、呪術の
方法。

■まだあるグリムの怖い話「グリム・ドイツ伝説集」を読む
金成陽一 著　東京堂出版

　伝説集の中から、特に怖い話や奇妙な話、そして日本の伝説に似た話などを中心にまとめてある。現代を
生きる私たちの抱える思いにも結びつくかもしれない。

BooksBooks
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■スクリーンプレイ・シリーズ フォーイン
　名作映画完全セリフ音声集のスクリーンプレイ・シリーズに「ナ
イト ミュージアム」、「プラダを着た悪魔」、「英国王のスピーチ」、
「ゴースト」ほか新作？映画が加わる。映画を読み物として、また
英会話学習に利用できる。

1 階の視聴覚コーナーに置いてありますが、館外貸出できますヨ！

■ふしぎな絵本 十二の真珠
やなせたかし 著　復刊ドットコム

　1970年に出版された童話の復刻。12の話の中に
は、「アンパンマン」の原型のようなものもある。表
題になっている12番目の話「十二の真珠」は、南太
平洋海底詩人協会会長ヌメリのお話。「いまはどこ
にあるのか　じゅうにのしんじゅ」から始まる。そ
れは「あなたのこころ」にあるのかも。

■グリムの昔話 くまの皮をきた男
フェリクス・ホフマン 絵
佐々梨代子、野村泫 訳

こぐま社
　「七年の間、身体を洗わず、ひげにも髪にもくし
を入れず、つめも切らず…」悪魔と取引をし、くま
の毛皮を着せられた若者。若者の行く末は…。

■ビジュアルディクショナリー
　―英和大事典― 日東書院本社
　「読む」だけではなく、「見る」ことも楽しめる百
科事典である。日本語と英語が併記されているた
め、「英和／和英辞典」としても利用できる。

■現代国際理解教育事典
日本国際理解教育学会 編著　明石書店

　国際理解教育の理論的、実践的バックグランドを
つかむ―国際理解教育に携わる専門家や指導者だ
けでなく、関連するさまざまな研究分野に広く活用
されることを願って編集されたもの。

■韓国近現代文学事典 明石書店
　19世紀後半から2000年までの範
囲で、作家、作品、文壇事項、文
学用語の解説項目ごとに収録され
ている。

■世界格差・貧困百科事典 明石書店
　21世紀の今日、さらに問題が深刻化している「格
差・貧困」の全貌を包括的にとらえようとした事典。
世界191カ国における状況、歴史や思想・宗教、支
援活動などの事項。

■ 0 歳～ 6歳まるごと発達シリーズ　
だれでもできるクッキング保育　
2歳児からたのしめるレシピ34

瀧本智子 著　フォーラム・A
　 2歳児の包丁を使わないクッキングをはじめ、発
達に基づいた無理のない内容。保育士も子どもと共
に料理の達人に成長しよう。

■ 幼稚園・保育園で人気の創造性を育
む音楽あそび・表現あそび　
毎日の活動から発表会まで

須崎朝子、林 加奈 著　音楽之友社
　子どもたちによって選ばれてきた人気のあそび
の紹介。保育者自身が「音楽すること」「表現する
こと」を楽しめるよう構成したという。

■近代中国研究入門
岡本隆司、吉澤誠一郎 編

東京大学出版会
　最後に執筆者全員による
「近代中国研究の現状と課題」
座談会もある。

■豊かさのなかの自殺
クリスチャン・ボードロ、ロジェ・エスタブレ 著

山下雅之 他訳
藤原書店

　自殺と豊かさの関係とは…十九世紀
末、エミール・デュルケームの考えた社
会的要因が、百年後にどのような姿に
なったのか。

■道が語る日本古代史
近江俊秀 著　朝日新聞出版
　古道ブームの現在。古代国
家の誕生から終焉までを、5～
10世紀の道路の実態から読み
解く。

BooksBooks
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松本清張傑作映画ベスト10　DVD＆BOOK 小学館

　数多い清張映画の中からファンにより高い支持を受けた10作品。BOOKに
は、製作現場のエピソードや評論家・川本三郎、北九州市立松本清張記念館館
長の話などが連載で掲載されている。各巻末には「松本清張記念館友の会」作
成の清張誌上検定がある。貴女も挑戦してみよう。
　砂の器、ゼロの焦点、天城越え、張込み、霧の旗、鬼畜、わるいやつら、疑
惑、眼の壁、影の車

英国王のスピーチ トム・フーパー 監督　コリン・ファース 主演

　幼いころから吃音というコンプレックスを抱え、人前に出ることを最も苦手とする男が、国王になってし
まった。英国史上、もっとも内気な国王ジョージ 6世。バッキンガム宮殿に隠された、感動の実話である。第
83回アカデミー賞作品賞他受賞。

Video Tone　ビデオライブラリー
『幼児のリトミック』全 2巻

第1巻　リトミックの手法を学ぶ
第2巻　幼児教育の現場における実践

新宿スタジオ
　幼児は、からだ全体を使って表現する
ことが大好き。“音楽”と“動き”を融合
した教育方法を特徴とする「リトミック」
の魅力に触れる。

年中ちゅうりっぷ組〔 4歳児〕の一年

平塚幼稚園、HKG映像製作委員会
　平塚幼稚園 年中組の 4月から 3月まで、 1年間の日々の活動・出来事をDVD14本に
収めてある。一人ひとりが大事にされる集団を創ることを目指した教育実践。
　年少たんぽぽ組〔 3歳児〕全12巻も所蔵。

心理臨床を学ぶ　Vol.14　保育カウンセリング

滝口俊子 企画・原案監修　医学映像教育センター
　さまざまな問題を呈するようになった保育現場。子どもたちの成長・発達に関わる保育カウンセリング
とは。保育カウンセリング　シナリオ集つき。

ミツバチの羽音と地球の回転 鎌仲ひとみ 監督　紀伊國屋書店

　どうしたら未来のエネルギーを自分たちの手で選択し、作り出せるのか。瀬戸内海祝島とスウェーデンで、
エネルギーの自立に取り組む人々のドキュメンタリー映画。2010年の作品。

Video Tone　ビデオライブラリー
『考える力・意欲・関わる力が育つ保育』
全 2巻

第1巻　一人遊びから見える育ち
第2巻　関わり合いの育ち

新宿スタジオ
　生後 6 か月から 3 歳11か月までのかな
ちゃんの成長記録。安全で安心した環境
の中で育つことの素晴らしさや、保育の
おもしろさを感じることができる。

DVDDVD
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★YUZU YOU 
2006-2011／ゆず

「虹」「明日天気になぁれ」
「栄光の架橋」などCMソ
ング、映画、ドラマの主題
歌 全16曲。ゆずワールド
堅調デス。

★ INDEPENDENT／AI
ヒット曲「ハピネス」他、
全10曲。
パワフルな彼女の歌声に
勇気づけられる。

★ ヴォーカリスト・ヴィン
テージ／徳永英明 歌

“VOCALIST”シリーズの第5番
目のアルバム。「夢は夜ひらく」
「悲しい酒」「虹色の湖」など、
昭和の名曲をカバー。
元歌を聴いていた者としては…
どちらも素敵です。全14曲

★しまじろう　みんなで
　クリスマスパーティー！
子どもに大人気“しまじろう”
と一緒にクリスマスパーティー
をしよう！「ハッピー・ジャム
ジャム」「サンタがまちにやって
くる」など。全14曲

★キッズソングぎゅっと
　ベスト
「海賊戦隊ゴーカイジャー」
「妖怪人間べム」「ドラえもん」
などテレビ人気曲がずらり！ 
全25曲

★  KODOMONOUTA
こどものうた
～KIDSが歌うPOP 
SONGコレクション～

最近の「マル・マル・モリ・モリ！」
から「黒ネコのタンゴ」など
懐かしいうたも収録されて
いる。全8曲

★えいごのうた
　 ～Let’s sing English 
songs together!!～

あいさつ、のりもの、たべもの、
あそびなど英語のうたが
テーマ別に収録されている。
英語を身につけるための
ファーストステップになるかな？

★えいごであそぼ
　2011～2012　ベスト
2011年度（2011年4月～
2012年3月）にNHK教育
「えいごであそぼ」で放送
されたオリジナルソングと
あそびうたなど。全24曲

★ 神様のカルテ～
辻井伸行 自作集　
作曲・ピアノ／辻井伸行

映画『神様のカルテ』、テレビ
ドラマ『それでも、生きてゆく』
テーマ曲など、全15曲。
“作曲家”辻井伸行の現在まで
の集大成。

スロープを設置しました。
 図書館正面玄関  にスロープを
設置しました。図書館バリアフリー
化への第一歩です。段差なく入館

できます。玄関ド
アーが重いではな
いか…という声が
聞こえますが。

CDCD
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★12月24日（月）振替休日：授業開講のため開館
★12月26日（水）～28日（金）：
　正面玄関　天井張替工事のため休館
　ご迷惑をおかけしますが何卒ご理解ください。

＊ 夏季（2012.7.2～8.31）図書館耐震補強改修工事の際は、
騒音、振動、粉塵発生のため、大変ご迷惑をおかけしました。
ご協力ありがとうございました。

★1月31日（木）：入学試験のため休館

★2月1日（金）：入学試験のため休館
★2月8日（金）：入学試験のため休館
★2月18日（月）～23日（土）：蔵書点検のため休館

★3月4日（月）：入学試験のため休館
★   3月12日（火）   四大卒業式のため
★   3月16日（土）   短大卒業式のため

開館時間　9：00～12：00

　　　　　　　　　　　　　　　　    製本雑誌の貸出はできません  
卒業後は→
卒業生貸出
　図書　5冊　4週間　雑誌バック　2冊　2週間
　CD・カセット　2点　2週間

　 現住所を証明するもの（運転免許証、健康保険証など）を受付へ
お持ちください。卒業生用「LIBRARY CARD」を発行します。

冬休みと春休みのための長期貸出
jjjjjjjjjjjj
図書10冊／雑誌バック３冊／CD・カセット３点

貸出期間
冬休み　12月11日（火）～1月9日（水）
春休み　
　短大・専攻科1年、学部1～3年、大学院1年
　　　　1月15日（火）～4月10日（水）
　学部4年、大学院2年
　　　　1月15日（火）～3月12日（火）
　短大・専攻科2年
　　　　1月15日（火）～3月16日（土）

公開講座受講者、付属幼稚園児保護者、卒業生の方は平常の貸出期
間と冊数で貸出いたします。

やむを得ない事情により、
変更する場合があります。

桜花学園大学・名古屋短期大学図書館
〒470-1193 愛知県豊明市栄町武侍48
TEL 0562-97-1725　　FAX 0562-97-1703
http://libwww.nagoyacollege.ac.jp
携帯用 http://libwww.nagoyacollege.ac.jp/k/

携帯電話用サイト
QRコード
・開館情報
・資料検索

開館時間

9：00～18：30（月・火・木・金）
9：00～17：30（水）
9：00～13：00（土）
9：00～16：50

休館日

Apr.4
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2012. 12. 10. 発行

Mar.3
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Jan.1
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Feb.2
日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28









Dec.12
日 月 火 水 木 金 土

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31



2013年
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