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　今から三十年も昔のことである。親友が東京から拙宅を訪ねてきた。友は手土産ですと
言って、菓子箱を差出した。箱には藤村と書いてあった。型通りの挨拶がすむとすぐに酒宴
となった。久しぶりの再会であり、酒の勢いもあって話題は尽きなかった。そのうち話は漱石
に及んだ。内容は主に漱石と中国古典についてであった。論議を重ねているうちに、私は突
然アッと思った。東京、藤村、漱石とくれば当然「藤村の羊羹」である。私は思わず「羊
羹ですね。」と尋ねた。友人は「はい。羊羹です。」と答えて微笑した。『猫』の一文に、
「迷亭先生が『何でも苦沙弥のうちへは十年に一遍位くるに限る。此菓子はいつもよりも上
等ぢゃないか』と藤村の羊羹を無雑作に頬張る。」とある。友は東京で一番うまいと漱石が
評した羊羹を私にもってきてくれたのである。翌日友人を見送ったあと、羊羹を味わいながら、
漱石を読み直そうと思った。
　最初に漱石に出逢ったのは『坊ちゃん』であった。中学一年生のときである。それからは
余暇を利用して気ままに読んだ。小説類の全てに目を通したのは、大学二年生の頃であった
と思う。難解な部分も多かったが、それはそのままにして、ひたすらストーリーを追うという、
今にして思へば乱暴な読み方であった。記憶に残ったものと言へば、オタンチン・パレオロガ
ス（『猫』）、ストレイシープ（『三四郎』）といった語句やバッタ事件（『坊ちゃん』）ぐらいの

ものである。
　二回目はしっかり丁寧に読もうと思った。前
回の反省から小説を前期（『猫』～『三四
郎』）と後期（『それから』～『明暗』）とに
区分して、読み方を変えて対応しようと考え
た。前期の作品には、漱石がそれまでに身
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Ｐ.４歌うイラストは高田吉朗先生に描いていただきました。みなさん

ありがとうございました。
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につけた知識（文学理論、哲学、日本や中国の古典、俳句、短歌、西欧の詩、美術関連）が具体的に
しかも頻繁に展開されている。それらを理解すること無しには漱石はわからない。読むことよりも調べるほうに
時間をとられ、忍耐力も求められると考えた。それに比して後期の作品はそうした事項はあまり無い。読むこ
とに専念し、漱石の意図を理解し、私の想いがまとまればよいと思った。これが大別した理由である。こと
は私が予期した通りに進んだ。前期の作品は、手許に辞書、辞典は言うに及ばず、百科事典、各種の古
典文学全集、美術全集を置いて読んだ。ただ中国関連の事項は私の専門分野（中国思想）でもあり、あ
まり苦労しなかった。このようにして、二年ぐらいかけて読了した。その間、私は漱石に係る研究書、解
説書は一切読まなかった。私は私の漱石を大事にしたかったからである。たとえ私の漱石理解が稚拙で
あったり、専門家から笑われようとも、気にするつもりはなかった。漱石はレオナルド・ダ・ヴィンチを引用
して言う。「鐘の音は一つであるが、聞く人によってその音色は違う。」と。
　二回目を読了したときの感想と言えば「かなり漱石に近づくことができた。おかげで私自身の知識
も深まった。ただ近づけない部分も残った。美術関連に係る分野に於いて特に著しい。」というもので

あった。
　以下、自信をもてなかった点について、少しばかり述べてみよう。
　漱石の美術、特に絵画に対する造詣は深く、あらゆる分野に及んでいる。合わせて希にみる具眼の人
であった。このことは評論『文展と芸術』を読めばわかる。このような知識や具眼は、恐らく幼少よりいい絵
（本物）を見て育ったことにより、自然に具わったものであろう。また英国留学の期間にはテートギャラリーな
どの美術館を訪ねて、ターナーやラファエロ前期の画家の絵を目にしているので、その具眼はさらに磨かれ
たと思われる。この経験が前期の作品群の中で生かされている。例えば、『草枕』にはジョン・エバレット・
ミレイの「オフェリア」に係る具体的な叙述が三ケ所、それを彷彿させる場面も随所にみられる。画工であ
る主人公はこの絵を常に意識して那美さんの肖像画を製作しようと考えている。そして、それがそのまま『草
枕』の主題にもなっている。ターナーついて言えば、『草枕』には「ターナーが汽車を写す迄は汽車の美
を解せず」とあり、『坊ちゃん』では瀬戸内の景色をターナーの絵とダブらせている。ここでは英国で見た
であろう絵画に焦点を絞って紹介してみたが、もちろんその一斑に過ぎない。前半の小説群にはこれ以外に
も沢山の絵画や絵画論美術論が登場する。
　それに比して後期の作品群ではこうした傾向は『それから』を除いてすっかり影をひそめる。『それから』
のその場面をみてみよう。

 「いつかの展覧会に青木と云ふ人が海の底に立っている背の髙い女を画いた。代助は多くの出品のう
ちで、あれ丈が好い気持に出来ていると思った。つまり、自分もああ云ふ沈んだ落ち付いた情調に居り
たかったからである。」

　青木とは青木繁のことで、絵は東京府勧業展覧会（『それから』 執筆の二年前）に
出品された「わだつみのいろこの宮」である。題材は『古事 記』の山幸彦、海
幸彦伝説から取られている。東京へ引越してくる平岡夫妻とり わけ三千代を迎え

る日の朝、代助は
青木の絵を想い
出し、自分を豊玉
姫に仮託しながら
「沈んだ落ち付い
た情調に居りたい」
と言う。この代助の
心情は漱石自身の
想いでもある。私は
この代助の想いを
等閑視してはいけ
ないと思う。何故な
ら漱石の青木に対
する評価は極めて

　確か私が大学に入った年に新米の
漢文の教員として、国語教室に着任さ
れたのが、今は桜花学園大学の学長
をされている石黒先生なのです。その
大学は、桜花学園大学とは違って、お
じいちゃんの先生ばかりだったので、石
黒先生は目だって女子学生にもてたの

です。うそみたいなの
ですが、本当です。そこで
教訓です。女子学生の皆さん、人は
見かけではありません。中身です。こ
の文章を読んで、先生の中身を知って、
より親近感を持って先生に接してくださ
い。きっと先生はうれしそうに続きのお
話をしてくださるでしょう。
 現代教養学科（日本語表現）
 松浦照子

石黒宣俊学長を
ご紹介
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髙く、その想いがここに込められているからである。その点を確認しておこう。
 「自分はかつて故青木氏の遺作展を見に行った事がある。其時自分は場の中央に立って一種変な心
持になった。さうして其心持は自分を取り囲む氏の画面から自と出る霊妙な空気の所為だと知った。自
分は氏の描いた海底の女と男の下に佇んだ。…夫を仰ぎ見た時、いくら下から仰ぎ見ても恥づかしくな
いといふ自覚があった。斯んなものを仰ぎ見ては、自分の人格に関はるといふ気はちっとも起こらなかっ
た。」（『文展と芸術』）

　この論評は示唆的である。すでに小説家として著名であった漱石が自己の小説家としての才能と青木の
画家としての才能を比較し、青木を対等もしくは上位に置いているかのように受け止められるからである。仰
ぎ見るとはそういう意味ではなかろうか。また、この年度の文展には青木の出品は無い。しかし漱石は青木
の絵を思い描きながら、文展の洋画部門を論評している。漱石は言う、「その後所謂大家の手になったもの
でも、仰ぎ見る気になれなかった。」（同上）と。同じ年にしたためられた津田青楓あての書簡では「青木
君の絵を久し振りに見ました。あの人は天才と思ひます。あの室の中に立って自から故人を惜いと思ふ気が
致しました。」とも述べている。とすれば文展は漱石にとって青木の才能が他の画家たちに比して一頭地抜
きんでていることを確認する場所でもあったことになる。当時の青木は夭折したこともあって、一定の評価を
得てはいたものの、決して髙いものではなかった。青木を天才と称賛したのは漱石が嚆矢だと思うが、その
具眼には敬服するばかりである。ことほど左様に漱石の青木に対する評価は髙い。とすれば代助の想いは
ただ単なる思い付きではない。ストーリーは代助の想いとは裏腹に展開して行く。平岡との対立は次第に激
しくなり、三千代に対する恋情は増し、代助の心はゆらぐ。私は後期の作品群の大きなモチーフの一つは、
理想と現実との相剋、理想が現実によって侵食されていく過程であると思っているので、『それから』は代
助のこの想いが次第に壊れていく様子を描写することにあったと受け止めている。
　以上の如きが漱石の作品に登場する絵画とそ
の場面と私の理解の一斑である。私は私なりに
意を注いで理解を深めようとした。しかし未消化
と断定せざるを得なかった。その理由は明確で
ある。その当時の私の手許には昭和初期発刊の
平凡社の世界美術全集しかなく、「オフェリア」や
「わだつみのいろこの宮」は掲載されていなかっ
たし、ターナーの「雨、蒸気、速力」はモノクロ
であった。漱石は実物を見て小説を書いた。私
はその絵すら見ず、知らずして漱石を読んだ。彼
我の差はあまりに大きい。
　現在、居間には数種類の美術全集とかなりの
数の画集が並んでいる。いずれもバブル期前後
に発刊されたものである。これらの書籍は漱石
をより知るために購入したものでは無い。
十数年後に迎えるであろう退官後は、晴
耕雨読ならぬ晴画雨読と洒れ込みたい、
その為に私淑できる画家なり絵画
に巡り合いたいと思って
のことである。ただこの
原稿を依頼され漱石に
ついて考えているうちに、
もう一度読もうかなという気持ち
も生じてきている。しかし読み了る
時期については自信が無い。漱石にさ
く時間よりも美術全集を眺めている時間
の方がはるかに長いと思うからである。

2010年度
公開講座〈第31回〉のご案内
 

9月28日（火）～10月26日（火）　毎週火曜日
10：00～12：00　会場　524教室　5講座
統一テーマ『保育・子育ての“いま”を学ぶ』

保育・幼児教育者養成機関として、半世紀を超え
る歴史を持つ本学のスタッフが、保育・子育ての
“いま”を様々な角度から取り上げます。詳細に
ついては後日、ホームページ、豊明市・名古屋
市生涯学習情報誌、新聞折込チラシなどでお知
らせいたします。どうぞご期待ください。
受講された方は開講日から一年間、館内利用と
館外貸出（図書５冊、２週間）ができます。多
数のご参加をお待ちしております。

申込・問合先　図書館（TEL 0562-97-1725）
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　新沢としひこって聞かれても、知らないって言う人はたくさんいると思うけど「世界中の
こどもたちが」とか「さよならぼくたちのほいくえん」だったら、きっと聴いたことはある
よねぇ。わらべ歌や童謡もいいけど、保育園や幼稚園で子どもたちに歌われる曲の中には新
沢としひこさんや中川ひろたかさんの曲がけっこうあるのです。とくに保育士を目指す人に
はぜひ聴いてそして歌ってほしいのです。
　ボクの専門は造形ですがギター奏でて歌うことが大好きなんです。ボクの青春時代はカラ
オケなんて無かったからギター一本あれば、みんなで一緒にどこででも歌えるしね。だから
ギターで歌えばいつでも青春！　クラスには弾ける友達もけっこういたし、女の子にモテた
かったのね。吉田拓郎の字余りな曲や井上陽水のシュールな詩や小椋桂のロマンチックなメ
ロディにも陶酔してた。自分で作詞作曲したりしてメッセージを曲にのせてた。反戦を奏で
た団塊世代は去り（岡林信康あたり）、四畳半同棲時代の暗さ（かぐや姫あたり）でもなく

ニューミュージックと称されたユーミンや千春が登場した頃でしょうか。今でもコ
ブクロやレミオロメンやスピッツなんか弾いて歌ってるけど、もう少し若かった
ら、金山駅でストリートライブをジャンジャカってやってますよ。
　新沢さんや中川さんの曲はコードが簡単でメロディもシンプルで歌うほうにも
都合がいい。子どもの歌はこうでないとね。名短保育科の音楽の授業でもや
ると思いますが、なかでも「カメの遠足」は人気があります。でも一度本人
のライブを観に行ってみてくださいな。中川さんはゆっくり実にゆっくり
カメのように歌うのですよ。カメの歌には二人の「おじいちゃんちのカメ」っ

ていうのもあって♪かめばかむほどあじがでて…って♪「ハッピーチルドレン」
もリズムがあってよく歌われるけど、これをはじめて聴いた時はとっても悲しく

て悲しくて…。なぜって我が家で飼っていたウサギが死んじゃった時で、そのうさぎの名
前がハッピーでして、ついつい今でも思い出してしまうのであります。
　保育園や幼稚園では四季折々いろんな曲が歌われ、卒園ソングもいっぱいありますが「さ
よならぼくたちのほいくえん」は名曲ですね。新沢さんが作詞で盲目のピアニスト島筒英夫
さんが曲をつけました。子どもたちが♪どこでけんかをして～♪って音が高くて声がでない
んだけど、そこがまた可愛くて涙を誘うのです。「はじめの一歩」や「ともだちになるため
に」は卒園でもいいけど入園入学でもいい内容です。だから春のセ
ミナーでボクは歌っています。♪きみときみときみと…♪って指差
して歌ってるうちにみんながお互いに指差すようになったみたいで
す。「はじめの一歩」は1995年の阪神淡路大震災がきっかけで誕生し
た曲だったことを最近になって知りました。エリックカールの『は
らぺこあおむし』の歌だってあるから歌いながらお話も出来ちゃう！　
「きみとぼくのラララ」「にじ」…いい歌がいっぱいあって紹介したい
んだけど、でもまあ♪のんびりゆこう、のんびりゆこう…♪

新沢としひこをいっぺん聴いてみぃ
保育科／高田吉朗（図画工作）
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DVDDVD

CD
英語で日本を説明
できますか？
長尾和夫、アンディ・バーガー 著

三修社
　回転寿司、マンガ喫茶、
100円ショップ、花見、温
泉など身近な日本をネイ
ティヴに伝える。

英語で読む　日本昔ばなし
Book 1-5
ジャパンタイムズ「週刊ST」編

ジャパンタイムズ
　桃太郎、かちかち
山、さるかに合戦な
ど誰でも知っている
昔話を英語で。

起きてから寝るまで
英会話まるごと練習帳

吉田研作 監修・解説
アルク

　朝起きてから夜寝るまで
の、自分の行動、感じたこと、
考えたことを「英語
でつぶやく」練習。

崖の上のポニョ
宮崎 駿 監督

スタジオジブリ
　崖の上の一軒家に
住む５歳の少年宗介
は、ある日、クラゲ
に乗って家出したさ
かなの子ポニョに出
会う。

データベース
JapanKnowledge+（ジャパンナレッジ プラス）
使っていますか！

　日本大百科全書、日本国語大辞典、現代用語の基礎知識、日本人名大辞典、ランダムハウ
ス英和大辞典など様々な情報コンテンツから横断検索できる総合データベースです。レポー
トや課題を出されたけれど、何から手をつけたらいいのかわからない、どうしよう…という
アナタ、使ってみてください。
　「週刊エコノミスト」、「東洋文庫」は本文を読むことができます。

・学内 LANに接続された PCから利用できます。

・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ができませ
ん。接続できない場合はしばらくし
てから再度ログインしてください。

　　　　 検索が終了したら、必ず右上の
「ログアウト」ボタンをクリックし
てください。

未来の食卓
ジャン＝ポール・ジョー 監督

アップリンク
　自然に囲まれた南フランスの小さ
な村。村長は子どもたちの未来を守
るため「学校給食と高齢者の宅配給
食をオーガニックにする」という
前例のない試みに挑戦した。オー
ガニックブームを巻き起こしたド
キュメンタリー。

つみきのいえ
加藤久仁生 監督

東宝
　海面が、どんどん
上がってくるので、上
へ上へと建て増しを続
けてきた“積み木”のよ
うな家に住んでいるお
じいさん。家族との思い
出の物語。

図書館HP→情報検索→ JapanKnowledge+ → ログイン／Enter  

⬅⬅

上
へ
けて
うな
じい
出の物

山
ど
昔



6

BooksBooks
ゲーリー家の人々―アメリカ奴隷制下の自由黒人

フランク・J・ウェブ 著　進藤鈴子 訳　彩流社
　アメリカ南部に住む「奴隷制廃止論者」の大農園主ゲーリー氏は、美しい黒人女
性を事実上の妻にしている。彼女を正式な妻にし、二人の子どもを奴隷の身分から

解放し「自由黒人」にするためフィラデルフィアへ移住することにした。しかし、そここそ黒
人への偏見が凄まじい社会だった。
　原書は1857年にロンドンで出版されたもの。著者フランク・J・ウェブはフィラデルフィア
出身の「自由黒人」だった。前書きを『アンクル・トムの小屋』のハリエット・ストウが書いている。

歴史としての「アメリカの世紀」
―自由・権力・統合

紀平英作 著　岩波書店
　いま変革と困難に当面しているアメリカ。「ア
メリカの世紀」とも呼ばれていた20世紀におい
て、現代国家としての形成過程はいかなるもので
あったのか。第一次世界大戦前後から1980年代
までのアメリカの政治・社会が示した変化の方向
性と歴史的局面を辿る。

忘れられた人々　日本の「無国籍」者 陳天  編　明石書店
　世界には無国籍者が1200万人ほど、日本には外国人登録証の国籍欄に、「無国籍」と記入されている人
が1573人（2008年度　在留外国人統計）いる。しかし実際はそれよりもはるかに多く、正確な人数や
生活はわからないという。本書は2008年11月に東京・青山の国連大学ビルで開催された「無国籍問題」
のフォーラムの記録である。無国籍の当事者がパネリストとして参加している。編者自身も30数年間無国
籍の経験を持つ。

ヴォーグ・ファッション100年史
リンダ・ワトソン 著　桜井真砂美 訳　ブルース・インターアクションズ

　シャネル、アルマーニ、ツィッギー、ルイ・ヴィトン…ファッションの流れ、デザインの移り変わりに
ついて、1892年創刊のファッション雑誌『VOGUE』の協力のもと、写真を豊富に使用しながら説明して
いる。流行の変遷を1900年代から現代まで、10年ごとに解説した前半部分と20世紀・デザ
イナー約250人を紹介する後半で構成されている。あのブランドの歴史がわかる。

ぶらり日本史散策
半藤一利 著　文藝春秋

　本書は2009年10月に休刊となった雑誌
『遊歩人』に、５年近く連載されていた記事を
中心にしたもの。
　東京タワーが戦車のスクラップ鉄で建造さ
れた、龍馬は邪魔者だった（暗殺の黒幕を推
断）、日本海軍がナチス・ドイツになびいた理
由は…ぶらりぶらりと、歴史の面白い風景を眺
めながら遊び回る、まさに「遊歩人」そのもの
のように遊び心満載の歴史エッセイ集。

歌舞伎〈通説〉の検証 今尾哲也 著　法政大学出版局
　かつて、８世坂東三津五郎に師事したことがある著者は歌舞伎研究における〈通説〉に疑念を抱き、その
検証をライフワークとしてきた。「語りの演劇」「歌舞伎における〈世界〉の崩壊」「『四谷怪談』は〈kizewa〉
か〈時代物〉か」…根拠のない通説が多いと論じ、学問に対する姿勢についても言及する。

水木しげる　人生をいじくり
回してはいけない
水木しげる 著　日本図書センター
　「人生にはいろんなことが起こって当た
り前。それらに一喜一憂するのではなく、放ってお
くことです。人生をへたにいじくり回したところで、
何の解決にもなりません」―今、NHKドラマ『ゲゲ
ゲの女房』で注目されているゲゲゲの水木氏の「人
生」をテーマにしたエッセイ・インタビュー集。か
なり辛い事柄も彼が語ると、なぜかホッとしユーモ
アさえ感じるから不思議。

黒船前夜
―ロシア・アイヌ・日本の三国志

渡辺京二 著　洋泉社
　ペルリ卒いる黒船来航よりおよそ100年
前、通商を求めてロシア船は日本を度々訪
れた。アイヌの地をはさみ、ロシア、アイ
ヌ、日本という異なった文化の実態と、異
文化との接触で生じる食い違い、エピソー
ドを数多くの文献資料に基づき綴った書。

―ロ
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前
れ
ヌ
文
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家族の勝手でしょ！
―写真274枚で見る食卓の喜劇

岩村暢子 著　新潮社
　激辛スナック、チョコ入りビスケット…お菓
子大皿盛の朝食、味噌汁回し飲み、チラシやラッ
プを皿代わりに使う―274枚の食卓「ナマ写真」
から浮かぶ今どきの日本の家庭。著者は「写って
いる表層的なものに目を奪われず、その映像の
奥にあること、それらを必然ならしめている社
会的背景へと目を向け、なぜ今日私たちはこ
ういうことを家庭の食卓でするようになっ
てきたのか、考えながら見てほしい」と
綴る。

湿原のアラブ人
ウィルフレッド・セシジャー 著

白須英子 訳　白水社
　まだ過激な民族主義や原理主義の台頭がな
かった1950年代、イラク南部の広大な湿地帯
に旅をこよなく愛する一人の英国男性が訪れた。
しばらくの間、彼は太古の昔を思わせるアーチ
型の葦葺の家に住み、カヌーを操って生活する
「アマダン」と呼ばれる人々と一緒に暮らした。
…湿地帯の社会こそが、イラクのありとあら
ゆる矛盾を映し出すと考える中東研究者
たちを、夢中にさせたロングセラーの初訳
である。原書は1964年に出版された。

新版　社会保障・社会福祉判例大系
旬報社

　社会保障・社会福祉に関する膨大な裁判例。
13年ぶりの全面改訂版である。
　第１巻　憲法と社会保障制度／総索引
　第２巻　医療保障・医療問題
　第３巻　公的年金・企業年金・雇用保険
　第４巻　社会福祉・生活保護

大系　黒澤明　全４巻
浜野保樹 編　講談社

　「世界のクロサワ」の全貌を明かすべく全著述、
発言を集大成したという全集。
　第１巻　黒澤明の形成
　第２巻　世界のクロサワと挫折
　第３巻　黒澤明の復活
　第４巻　回顧と大型対談

日本の生活環境文化大事典
―受け継がれる暮らしと景観

日本民俗建築学会編　柏書房
「変化と継承」の視点でみつめる、日本人の暮らしと景観。

図説　明治百年の児童史　上・下
唐澤富太郎著　日本図書センター

「講談社、昭和43年刊行」の復刻版

さんせーい！ 宮西達也 作・絵　フレーベル館
　ビルたち仲良しオオカミ５匹が、お昼に何を食べるか相談していた。でも食べたいものはみんなバラバ
ラ。そこへ運よく子豚が５匹やってきたので、オオカミたちは一斉に襲いかかり子豚を捕まえた。しかし、
ビルだけは子豚を逃してしまった。他のオオカミたちは遠慮してしまい…人のいいではない、オオカミの
いいオオカミたちのお話。

うえには なあに したには なあに
ローラ M. シェーファー さく　バーバラ バッシュ え　木坂 涼 訳　福音館書店

　もし　きみが　もぐらだったら　うえにはなにがみえる？　くじらだったら　したにはなにがみえる？
　ページを縦に開いて読んでいくと、いつもの見慣れた世界から自然、地球の美しさに気づくという絵本。
本のページの真ん中で本をくるっとまわす「読み方」―よく考えたものです。

わにわにのおおけが 小風さち ぶん　山口マオ え　福音館書店
　ある日、ワニのわにわにが部屋をのぞくと、そこには紙やハサミや糊が散乱していた。わにわにはダン
ボールを切って折って貼って工作を始めた。ところがハサミで指先をほんの少し切り、ほんの少し血が出
て包帯ぐるぐる巻き大騒動に…。わにわにの目、怖くて可愛いです。

BooksBooks



夏休みのための長期貸出

◆７月19日（月）海の日は授業開講のため通常開館

◆７月19日～８月６日の月、火、木、金曜日　開館時間　９：00～17：50
学芸学部、英語コミュニケーション学科：前期試験のため開館時間延長

◆７月31日（土）愛知県私立幼稚園連盟統一試験会場のため休館

◆８月７日（土）保育士試験会場のため休館

◆８月21日（土）オープンキャンパスのため
開館時間　９：00～14：00　多くの高校生が来館します。

◆９月４日（土）館内整理のため休館

◆９月13日～９月24日の月、火、木、金曜日　開館時間　９：00～17：50
保育学部、保育科、現代教養学科：前期試験のため開館時間延長
今年度から試験期間一週間前だけでなく、試験期間も延長します。
ガンバ～レ!!

◆９月20日（月）敬老の日、23日（木）秋分の日、10月11日（月）体育の日は
授業開講のため通常開館

◆10月９日（土）保育士試験会場のため休館

◆10月23日（土）入学試験のため休館

◆11月３日（水）文化の日は授業開講のため通常開館

◆11月13日（土）、14日（日）は大学祭のため
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15日（月）館内整理のため休館

◆11月20日（土）入学試験のため休館

◆11月23日（火）勤労感謝の日は授業開講のため通常開館

図書10冊、雑誌バック3冊、
CD・カセット3点

貸出期間
保育学部、現代教養学科
保育科、専攻科保育 6月28日（月）～9月8日（水）

学芸学部、専攻科英語
英語コミュニケーション学科 7月26日（月）～10月6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。

８月11日（水）～20日（金）　休館　OPAC（蔵書検索）利用できません！
この期間に図書館システムを変更します。サーバーの停止、システム・データの入れ替え作業を行いますので、図書館ホーム
ページ、各種WEBサービス、OPAC（蔵書検索）、携帯電話による蔵書検索は利用できません。ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解ください。８月21日（土）からは新しいOPACで検索…無事できればよいのですが…少々心配

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（お知らせ、蔵書検索）】http://osirabe.net/jip/ohka-na/
 「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。

Jul.7
日 月 火 水 木 金 土
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

Aug.8
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 2121
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sep.9
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

Oct.10
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

Nov.11
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 1313
1414 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

開館時間

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）

休館日休館日
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