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今の私 を作った本は？
現代教養学科／阿部 俊一
（自然科学）
私は本好きである。子供の頃からである。
でも、じっくり読みこなすのは大の苦手で、小学校の宿題の読書感想文などはいつも提出期
限ぎりぎりにならないとまず読み始めないし、原稿用紙のます目をなんとか埋めるのが精一
杯で、賞を貰えるような立派な感想文なんてとても書けなかった。ましてや長編小説は最後
まで読み終えることが絶対出来ないので、読むことは決してなかった。これは現在も全く同
じで、２、３年前から新訳本で異例のベストセラーになって話題となったドストエフスキー
の『カラマーゾフの兄弟』などは、
「ひとつ頑張って読んでみるか！」と思っても、全５冊も
あると分かった途端気持ちが萎えてそれまでである。
なお、 〜児童、そして生徒のための〜自由に使える読書感想文 なるサイトが、私の子供
の時には無かったのが実に残念である。
さて、このような私なのだが、やはり本を読むのは好きである。ただ、最近は眼も霞んで頭
も少々ボケてきたので、濫読、雑読、飛読、線読、貼読、寝読ばかりで、真の読書家の方々
からは、
「本を読む資格、丸でなし」とお小言を頂戴しそうである。
すなわち、ジャンルを問わず興味が湧けば手当たり次第に、読みたいページを適当にアチ
コチと探し読み、面白くなければ途中を飛ばし、気に入った個所には蛍光ペンで線を引きポ
ストイットをペタペタ貼り（図書館から借りた本にはしていません。念の為）、それもだらし
なく横になりながら、ほぼ毎日のようにセッセセッセと読んでいる。
こんな読み方ではあるが、ここ数年は専門書に限らず文庫本や新書版なども含めて毎月10
冊以上読むことを自分に課している。但し、週刊誌などのいわゆる雑誌類は殆ど読まないの
で含まない。この10冊以上という課題は自分でも結構頑張っているのではないかと思ってい
たら、先日（この原稿は５月中旬作成）朝日新聞で、俳優の児玉清さんが芸能界きっての読
書家とのことで、月に15冊近く読破するらしい。それも英米文学の原書も含めて。まあ、私
ももうちょっと頑張ってみましょうか。

次ページへ
つづく

イラスト 保育科２年 堀田 奈津美
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私の読書体験の最初は、勿論母親に読んで聞かせて貰ったはずの童話・絵本であろうが、残念なが
ら一つを除いて他は覚えてはいない。その一つとはもう20年程前に人種差別問題で自主絶版になった
『ちびくろサンボ』
である。木の周りをぐるぐる回っていたトラが最後にバターになってしまうお話である。
しかし、 今の私 を作った本と言えば、まずは小学生の頃の『ファーブル昆虫記』と『シートン動物
記』だと思う。この２冊が私を自然科学、特に生物学に目覚めさせたと言っても過言ではないだろう。
だと思う。この２冊が私を自然科学、特に生物学に目覚めさせたと言っても過言ではないだろう。
自然界の生き物の不思議な姿や行動に胸をドキドキさせていた子供の私の姿が眼に浮かぶ。フンコロ
ガシの挿絵なんか今でも良く覚えている。大、大好きな本で、本当に何度も何度も読み返していた。
今の私 を作った本、その１とその２である。
中高生時代は芥川龍之介の『羅生門』や夏目漱石の『こころ』など教科書に載っていたような作
者の本しか読まなかった。学校の図書室にはよく通った積りなのだが、そこでどんな本を読んで
いたのか、それとも一人だけの静かな時間を得るために単に籠もっていたのかは定かではない。
結局、中高生時代にはあまり本を読んでいなかったという強い反省から、大学では必死に本を読
み漁った。古今東西の著名な書物とか旧制高校生が読んだとされる本を片っ端から読んだ。否、少なく
とも小遣いを叩いて古本屋から買えるだけ買った。それらの本の中では、太宰治の『人間失格』は 今
の私 の原点を作った本と言える。その３である。すなわち、 人生は無常 という強烈なインパクトを
若い私に与えた。倉田百三『愛と認識との出発』もその４として挙げてみたい。
大学卒業後、会社人間として過ごした30年間では、専門の科学論文は和文、英文を問わず数多
く読んだが、読書の主流はいわゆるビジネス本や週刊誌ばかりだった。 今の私 を作ることは
殆どなかった。残り少ない人生を如何に生きるかを真剣に考え出した会社人間最後の数年頃から、
ようやくまた読書にハマり出した。大阪の拙宅近くに市立図書館の分室があるので、毎週土日になると
セッセと通い毎回多くの本を借りて貪るように読んだ。制限の10冊を超えると家族の名前で借り出しも
した。そうした休日の読書三昧の中で、その後の生き方に大きな影響を与えた本に出会えた。大前研一の
『50代からの選択』である。その５である。長年、がむしゃらに働き大きな挫折にぶち当たった一介の
サラリーマンの私にとって衝撃であった。この本が 現在の教員としての私 を作った。
最近では、２、３年前に池田晶子の『人生のほんとう』
、
『知ることより考えること』
、
『暮らしの哲学』
等のいわゆる哲学エッセイに出会った。理解しやすい文章がとても気に入ってこれからももっと読み続
けたいと考えていたら、ある日突然、著者が病死されていたと分かりもの凄いショックを受けた。もう池
田晶子の文章を読むことが出来ないのかとかなり参ってしまった。彼女の『知ることより考えること』は
今の私 を作った本、その６である。その中の短編「人生は暇つぶし」はタイトルが好きである。
なお今年春には、池田晶子の未発表原稿と書籍未収録原稿が３つのテーマに集成され刊行された。
『死とは何か』
、
『私とは何か』
、
『魂とは何か』である。学生諸君にも読んで貰いたくて図書館に揃えて
貰ったので、是非。
さて、私は現在本を自由に読めることにとても満足している。大学とはこんなに本を読める環境であっ
たかと今更ながらに思う。本学は学生の年間図書貸出し数が他の大学よりかなり多いと聞く。しかし、図
書館内で出会う学生の人数は私には多いとは思えない。そこで、私は担当する講義で時々 DVD 鑑賞と
称して図書館３階の多目的ホールを利用する。勿論、必要な DVD を大きな画面で鑑賞して貰うためで
はあるが、私としてはもう一つの目論見がある。つまり、図書館をあまり訪問しない学生諸君に、授業の
前後に図書館の中をぐるりと寄り道して、少しでも図書館の雰囲気や書物の匂いに馴染んで欲しいとの
思いがあるからである。そのために階段を昇り降りする必要がある３階の多目的ホールは実に良い。
さあ、自分が気に入ったタイトルの本で良いのでパラパラとめくって、面白そう、自分に合いそうと

⇨

思ったらどんどん読んでみて欲しい。気に入らなくなったら途中で止めれば良い。まずは時間を見つけ
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て図書館に出向いて探してみて欲しい。
そうすれば、たぶん本好きになるはずだし、
「これが 今の私 を作った本よ！」と未来の貴女が言え
る本がきっと見つかるはずである。
私も、 今の私 を作った本、その７を探すために、これからもたくさん本を読もうと思っている。

（阿部 俊一）

2009年度 公開講座のご案内

９月29日（火）～10月27日（火）
毎週火曜日 10：00～12：00

今年度は桜花学園大学学芸学部英語学科 開設を記念し、
『国際化時代を生きる』を統一テーマに掲
げ５講座を開講いたします。英語学習はもとより異文化、子育てなど本学の外国人講師他、多彩な講
師陣による開催を予定しております。三歳児以上の託児も行っていますので気軽にお申込みくださ
い。詳細については後日、豊明市、名古屋市生涯学習情報誌、新聞折込チラシ、ホームページにてお
知らせいたします。
なお、講座受講者の方は開講日から１年間、館内利用と館外貸出（図書：５冊２週間）ができます。
−問合せ・申込先：図書館−

学内のどこからでも利用できます！
図書館カウンター前の専用パソコンに限られていた MAGAZINEPLUS（マガジンプラス）、
BOOKPLUS（ブックプラス）のデータベースが学内 LAN に接続されたパソコンならば、教室、
研究室どこからでも利用可能になりました。
MAGAZINEPLUS―国内最大規模の雑誌・論文記事データベース
・調べたいテーマについての論文、記事を探す
・必要とする記事、論文がどの雑誌に載っているか
BOOKPLUS―国内図書内容データベース
・昭和元年から現在までに出版された国内図書情報
・1986年以降の本には、内容・目次情報、小説のあらすじも収録

⬅

注意
アクセス１台限定ですので同時に複数の人
が利用することはできません。利用が終わっ
たら、他の人が利用できるようにすぐに右上
の「LOG OUT」ボタンを押してください。

⬇
アクセス手順
図書館ホームページ
→情報検索
→ MAGAZINEPLUS，
BOOKPLUS
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DVD

岩倉使節団の米欧回覧
米欧亜回覧の会企画
岩倉具視、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文ら明治新政
府のリーダーと多くの留学生が明治４年から明治６年にわ
たってアメリカ、ヨーロッパ諸国を視察した。新しい国作り

人間の脳と精神

のためのビジョンを求め、彼らはどのような体験をしたの

全６巻

丸善出版事業部

か、そしてそれは日本の文明開化にどのような影響を与えた

映像メディア部

のか。書記官として随行した久米邦武の記録『特命全権大使

特殊な才能はなぜ生まれるのか、人格はどのように

米欧回覧実記』に基づき旅を再現、映像化したもの。もちろ

作られるのか、感情と脳の関係は…思考や感情、人格

ん、本の『現代語訳

など心の動きは全て脳細胞の働きや神経の反応による

特命全権大使

米欧回覧実記』全５巻

慶應義塾大学出版会も所蔵しています。

のではないだろうか？

神経科学者スーザン・グリー

ンフィールドが様々な人々へのインタビューを通し
て、自ら立てた仮説の解明に挑む―脳の不思議を科学
する全６巻。

キッコーマン・映像ライブラリー
「世界の食文化」
日本の食文化
中国の食文化

１．全ては脳から始まる
２．感情のメカニズム

ヨーロッパの食文化
各５枚組

３．視覚の不思議
４．サルから人へ
５．脳は人格をつくる

キッコーマン国際食文化研究センター

６．意識が生まれるとき

日本の懐石料理、おばんざい、江戸前の料理と外食の
ルーツ、中国庶民の味から宮廷料理、
「美し国」のフラン
ス料理、ギリシア・ローマ古典時代の地中海料理などな
ど。食材にこだわる食品メーカーならではの視点で和・

幼児の育ちと造形 全２巻
第１巻 指導のながれとポイント
第２巻 いろいろな素材とのかかわり

中・洋の食文化を映像化したシリーズとのこと。

新宿スタジオ

判例・事例から学ぶセクハラ・グレーゾーン
討議用ドラマ編／検証・解説編

作り方や描き方などハウツー的なことより

日本経済新聞社

も、子どもたちが毎日、生活する
中で絵を描いたり、粘土や紙など

「容姿を褒める」
、
「酒席でのお酌」
、
「食事への誘い」―セクハラ

様々なものに、触れ、やってみる

なのか、そうでないのか、わかるようでわからないセクハラのグ

ことをとおして自分との関係やそ

レーゾーン。男女間の意識のズレや誤解を解き、セクシュアル・ハ

れが何なのか、何ができるのか気

ラスメントのない職場づくりを進めるためのヒントがドラマ仕立

づかせる。子どもが自らやってみ

てで説明される。グループ討議やディスカッションの題材（きっ

たいという気持ちを大事にし、自

かけ）になるようにと作られた討議用ドラマ編と、問題点を

分ですることや自分でできるこ
とを自覚する過程を考える。

整理して意識づけをする検証・解説編で構成されている。

かあ

母べえ
監督

山田洋次

主演

吉永小百合

家なき子

松竹

監督

昭和15年の東京、夫と二人の娘とつましくも

ジャン＝ダニエル・ヴェラーゲ
主演

幸せに暮らしていた野上佳代。その平穏な暮ら

ジュール・シトリュク
アイ・ヴイー・シー

しは、ある日突然、夫が治安維持法違反で検挙された
ことで一変する。戦争反対を唱えることが罪となるこ

19世紀後半、パリの裏通りに捨てられていたレ

の時代、信念を変えない限り夫は自由の身にはなれな

ミは10歳の頃、旅芸人に売られてしまう。かつては

い。佳代は夫を支えながら、娘たちを育て家庭を守る

偉大なオペラ歌手だったという旅芸人と旅を続けるう

ため奔走する。しかしやがて日本はアメリカとの戦い

ちに、母親の居場所を知り、まだ見ぬ母を捜してフラン

へと突入していく…

ス中を旅してまわる。エクトル・マロ原作：児童文学の

原作は、黒澤明監督のスクリプターを長く務めた野
上照代が、幼い頃の思い出を綴ったノンフィクション
である。

名作の映像化。
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BOOK
子どもたちの遺言
谷川俊太郎・詩、 田淵章三・写真

佼成出版社

「子どもたちの遺言」なんて、悲しい悲しい本かと思われるかもしれ
ませんが、そうではありませんのでご安心を。作者である77歳の詩人、
谷川俊太郎が当初は子どもたちに向かって遺言を書くつもりだったそうですが、死か
らはるかに遠い子どもたちが大人に向かって遺言するほうが、現代では切実ではないか
と思い、発想を逆転してこのタイトルにしたそうです。そのほうがよほど恐ろしいか…

私は若者が嫌いだ！

ヒトラーに抗した女たち
―その比類なき勇気と良心の記録

香山リカ 著

ベスト新書

「すぐ音を上げて逃げる若者、居場所がない、と
さまよいすぎる若者…簡単に傷つきすぎる若
者、私は若者が嫌いだ！」相変わらず刺激的
なタイトルをつけられますね、香山先生。
「若
者の理解者」と思われている先生が「若者
が嫌いだ」なんて最初はびっくりしますが、
やはり若者を取り巻く経済、教育、ネット
社会などの問題点、精神的な弱さについて
丁寧に述べられています。よかった。

マルタ・シャート 著、 田村万里・山本邦子 訳
行路社
有名無名の芸術家、ジャーナリスト、医者、教師、
学生そして平凡な家庭の妻や母たち、多種多様な女性
たちが、ナチスに何らかの形で抵抗していく様を精緻
な調査に基づき描いたもの。ヒトラー暗殺未遂事件
や白バラ組織などの抵抗運動の背景をも知ることが
できる。勇気ある彼女らの多くは命を落としている。

食料自給率の「なぜ？」～どうして低いといけないのか？～
末松広行 著

扶桑社新書

世界の食料事情が不透明さを増していくなかでも、日本の食料自給率は戦後から一貫して低いまま。茶
碗一杯のご飯、焼き芋１本、焼き魚１切れ；食料輸入がストップした場合の夕食の例だそうな。牛乳は６
日にコップ１杯、卵は１週間に１個。エッ〜!! ダイエットに最適なんていっている場合ではありません。
食の安全と安心に関心が寄せられる昨今、ようやく食料自給率向上に向けて様々な取り組みがはじま
りつつある 現役の農林水産省官僚がわかりやすくコンパクトにまとめた書です。

オックスフォード版

アメリカ子供詩集
ドナルド・ホール 編

東雄一郎他 訳

国文社

アメリカの子どもたちが何世紀もの間、読みついできた代表的な詩、265編―古い雑誌を中心に10万
編の中から精選されたものである。イギリスのアイオナ・オーピー、ピーター・オーピー夫妻編の『オックスフォー
ド版イギリス子供詩集』の姉妹編として刊行された。日本語訳の本書も日の目をみるまでに17年の歳月が経過し
たとのこと、労作です。

ぼくと１ルピーの神様

鴨川ホルモー

ヴィカス・スワラップ 著

子安亜弥 訳

万城目学 著

角川文庫

ランダムハウス講談社
クイズ番組で全問正解し、史上最高額の賞金を勝ち
取ったインドの少年ラム。ところが孤児で教養のな
い少年が難問に答えられるはずがないと、不正の容疑
で警察に逮捕されてしまった。しかし奇跡には
理由があった。アカデミー賞最多８部門受賞
映画『スラムドッグ＄ミリオネア』の原作。

ホルモンの話ではない。京都、祇園祭
の宵山に、響き渡る「ホルモオオオオオ
オーッッ」
。京大青竜会という怪しげなサー
クルに入部した大学生たちが、千年に渡り受
け継がれてきた謎の神事に奮闘する、おもしろ
摩訶不思議な狂乱絵巻。これも映画の原作。
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作家が語る武将列伝―NHK ラジオ
「歴史と人間」「人物春秋」より
NHK サービスセンター
池波正太郎が豊臣秀吉を、新田次
郎が武田信玄を、山岡荘八は徳川家
康をなど今は亡き巨匠や安西篤子、
津本陽ら著名な作家たちがその肉
声で歴史を変えた武将たち28人に
ついて熱く語った。

こどものうた ドッカ～ン！
101きょく CD ４枚組

井出真生のベストダン
ス集 Vol.1，2

「アンパンマン」
、
「となり

―幼児から低学年向―

の ト ト ロ 」 や「 崖 の 上 の ポ
ニョ」、
「NHK 教育テレビ」の
曲など子どもたちに人気の歌
が全101曲。

ミュ－ジカル

運動会や発表会で踊る
子どもたちに人気のダン
ス音楽集。解説・振り付
けつきです。

ウイキッド

WICKED

～誰も知らない、もう一つのオズの物語
専攻科保育専攻２年／寺下美恵子
この CD の曲は、劇団四季のミュージカル『ウィキッド』で使用されているものです。ウィキッ
ドはブロードウェイミュージカルで人気を博し、劇団四季が２年前から東京劇場にてロングラン上
演しています。サブタイトルで〜誰も知らない、もう一つのオズの物語〜とあるように、物語の舞台
はオズの魔法使いの国。ドロシーがオズの国に迷い込むずっと前に起こった、二人の魔女の出会いの
物語が『ウィキッド』です。一人は緑の肌を持つ賢く信念の強い女性（エルファバ）、もう一人は美
しく、野心家で人気者（グリンダ）
。この二人が「西の悪い魔女エルファバ」と「善い魔女グリンダ」
になるまでの数奇な運命をドラマティックに描いています。
ミュージカル CD であるため、当然ウィキッドを観劇済みかと思われるかもしれませんが、私はま
だウィキッドを観ていません。
なぜ観劇していないのに CD を聴いているかと言われれば、数ヶ月前まで名古屋で上演されていた
ミュージカルのマンマ・ミーアですっかり劇団四季の虜になってしまったためです。
その頃、メリル・ストリープ主演の映画、マンマ・ミーアを観る予定だったので、ついでに舞台の
方も見てみようという気になりました。当初は歌詞が和訳されて歌われることが気がかりでしたが、
そんな心配は必要なく、すんなりABBAの曲が入ってきました。何より、私は舞台から５列目のセン
ター席で観劇したのですが、役者さんの表情を鮮明に観ることが出来て、とても迫力があり、華やか
な舞台にすっかり心を奪われました。
観劇した後も舞台への熱が冷めることもなく、劇団四季にどっぷり浸かってしまいました。そして
今もっとも話題になっているウィキッドの舞台を是非観たいと思ったのですが、今は東京で上演さ
れており、すんなり観にいける距離ではありません。まずは CD を聴いてみたいと思ったのがはじま
りでした。最初は VTR に出てくる曲を繰り返し聴いていたのですが、今では他の曲も大好きです。
現在、新名古屋ミュージカル劇場では『55steps』が上演されており、８月には『オペラ座の怪人』
が上演されます。11年ぶりだそうです。私はどちらも観劇予定です。ミュージカ
ルにハマってしまっての最大の難点は観劇料金が高く（それでも最近、全体的に値
下げされましたが）
、出費が痛いこと…です。
興味がある人は、まず図書館に置いてあるいろんな CD を手にとってみて欲しい
です。私も驚いたのですが、かなりの CD が揃えられています。私はまだ『美女と
野獣』しか借りていないのですが、他作品も借りてみようと思っています。ミュー
ジカルなんて、と思わず（私も以前まではそうでした）一度その世界に足を運んで
みて下さい。きっとやみつきになると思います。
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CD

BOOK
たね

そだててみよう

びっくり どっきり 寄生虫
～だれかが、きみを食べている～

ヘレン J．ジョルダン さく、ロレッタ クルピンスキ え
さとう よういちろう やく

福音館書店

ニコラ・デイビス 文、ニール・レイトン 絵

「たねは ふしぎなものです。あんな ちいさなか
らだの どこに はや くきや ねや はなをつけ
る ちからが あるのでしょう？」
。アメリカ自然史
博物館で、
「ナチュラル・ヒストリー」誌の編集主任
を勤めたことのあるヘレン J．ジョルダンが種の成
長を通して自然の不思議、素晴しさを語る。

読むと体がムズムズしてくるかもしれません。人
間も含め、地球上の生き物のほとんどの体の中は寄
生虫がうじゃうじゃだって!! でもアレルギーや病
気を治す役に立つ寄生虫もいるそうです。びっくり
どっきりしてください。

へびのたまご？

うしはどこでも「モ～！」

唐沢則幸 訳

フレーベル館

エレン・スラスキー・ワインスティーン 作

accototo ふくだとしお＋あきこ 著

ケネス・アンダーソン 絵、桂かい枝 訳

遊タイム出版
いたずらが大好きな小鳥ミーテはたまごのカラの
中に入り、いろいろな動物の鳴きまねをしてみんなを
驚かせます。ところがワニの王様に食べられそうに、
さあ大変…
タオルや陶器などのかわいいイラスト、デ
ザインでも活躍している絵本作家ユニット：
accototo の絵本。

すずき出版
イギリスの犬は「バウワウ バウワウ」と鳴き、
スペインの犬は「グアウ グアウ」、フランスのかえ
るは「コワッ コワッ」、スペインのかえるは「クロ
アック クロアック」…国によって動物の鳴き声は
様々に聞こえます。「けど、うしは どこへ いって
も『モ〜！』って なくねん。」
世界の人々に英語落語 RAKUGO で、幸せな笑いを
届ける活動をしている上方落語家：桂かい枝が関西弁
で翻訳しています。

コリアンダーと妖精の国
サリー・ガードナー 著、斎藤倫子 訳

主婦の友社

鎮痛、食欲増進といった効能のあるハーブ「コリアンダー」と同じ名の少女コリアンダーは、継母
から執拗な虐待を受けていた。ところがふとしたことから妖精の国に迷いこむ。
読み書きがうまくできない失読症をわずらい、14歳になるまで本を読めなかった児童書作家：サ
リー・ガードナーの作品。心が元気になりますか？ ネスレ子どもの本賞金賞受賞作品。

明治の快男児トルコへ跳ぶ

自爆する若者たち
―人口学が警告する驚愕の未来―

山田邦紀・坂本俊夫 著
現代書館

グナル・ハインゾーン 著、猪股和夫 訳

およそ百二十年前、熊野灘で600人近い犠牲者を
出したトルコの軍艦エルトゥールル号遭難事件に対
し、義捐金活動を行った、いわば国際ボランティアの
先駆者と言える山田寅次郎。彼は国交の
ないトルコに単身渡り、日本とトルコ
の交流の礎を築いた。日本ではあま
り知られていないが、トルコでは最
も有名な日本人らしい。気骨あふれ
る明治人の生涯を追う。

新潮社
「ユース・バルジ」とはかつての日本の団塊世代の
ように、突出して数が多い若者世代のこと。日本では
少子化が社会問題になっているが、中東、アフリカ、
アジアでは人口爆発が進行しつつある。最近のアフ
ガニスタンの15歳未満の若年人口は末広がりに多い
らしい。
テロが起きる「本当の条件」は人口問題に潜んでい
る。居場所のないユース・バジル世代の「居場所探し」
であるという、暴動と人口の「隠れた法則」が示され
る。確かに還暦を迎えつつある団塊世代の最大の特
徴は、「パワーがあること」とはいえますが…ハイ。

6

9：00～13：00（土曜日）
9：00～16：50（水曜日ほか）
9：00～17：30（月・火・木・金）
9：00～17：50（特 別）
Jul.7
日 月

火

水

木

金

2
9
16
23
30

火

水

木

金

土

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

Sep.9
日 月

火

水

木

金

土

保育学部、短大、専攻科

6月29日
（月）
～9月9日
（水）

学芸学部

7月20日
（月）
～10月7日
（水）

卒業生、公開講座受講者、付属幼稚園児保護者の方は平常の冊数、
期間で貸出いたします。

★7月20日（月）海の日は授業開講のため通常開館します。
★7月26日（日）保育子育て研究所
開館時間

夏季保育セミナ－のため
多くの先輩保育士が来館します。

11：30～16：30

★7月22日（水）～24日（金）、27日（月）～31日
（金）、8月3日（月）～6日（木）
今年度も図書館３階多目的ホ－ルを会場に「平成21年度

愛知県現任保育

士指導者養成研修」が開催されます。研修者の方は研修期間に限り、館内
利用および館外貸出（図書５冊、雑誌バック２冊、CD・カセット２点）が

★8月7日（金）～8月19日（水）夏期休業のため休館します。
★8月22日（土）オ－プンキャンパスのため
開館時間

水

木

金

火

水

木

金

9：00～14：30

多くの高校生が来館します。

★9月14日（月）、15日（火）、17日（木）、18日（金）前期試験のため開館時
間延長します。
開館時間

火

9：00～17：50

応援します！！

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
Nov.11
日 月

貸出期間

できます。どうぞご利用ください。

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
Oct.10
日 月

図書10冊／雑誌バック3冊／ CD・カセット3点

土

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
Aug.8
日 月

夏休みのための長期貸出

休館日

開館時間

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

★9月21日（月）敬老の日、22日（火）国民の休日、23日（水）秋分の日
10月12日（月）体育の日、11月3日（火）文化の日は授業開講のため通常
開館します。
★11月7日（土）、8日（日）大学祭のため
開館時間

11：00～16：30

大学祭期間中はどなたでも入館できます。

★11月9日（月）館内整理のため休館
★11月21日（土）入試のため休館
★11月23日（月）勤労感謝の日は授業開講のため通常開館します。

授業開講のため祝日も開館することが多くなりました。卒業生の皆さんもどうぞご利用ください。

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
http://libwww.nagoyacollege.ac.jp
2009.7.7発行

TEL 0562-97-1725

FAX 0562-97-1703
【携帯用（お知らせ、蔵書検索）】http://osirabe.net/jip/ohka - na/
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「図書館だより」は図書館ホームページからもご覧いただけます。

