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桜花学園大学・名古屋短期大学図書館

図書館と私
図書館長／井上文人
（哲学）
図書館長に就任、ということで「新しい図書館長とし

と繰り返されているうちに、ほどなく、強い、そして、長い

て何か書いて下さい」と図書館から原稿執筆依頼があり

横揺れが始まりました。「震度５強」という地震の揺れを

ましたので、
『図書館と私』というテーマで書いてみようと

経験したのは、58年間の人生の中で初めてだったと思っ

思います。私達の名古屋キャンパスの図書館に限定せ

ていますが（「地震体験コーナー」というのでは、神戸

ずに、色々な「図書館というもの」との私のつきあい方を

や淡路島にある震災被害のモニュメント施設で体験して

少し書いて、その中で感じ、思ったことを書いてみようと

いますが）
、とにかく「長い」というのが実感でした。食

思います。皆さん自身の図書館との今後の付き合い方の

堂の食器が床に落ち始め、食堂の職員の「火を消した

参考になれば、と思っています。

か」
「火は消したか」という大きな声だけが食堂の中に響
き渡り、客はというと、皆（結構の数がいましたが）静か

図書館との長いつきあいの中で色々な体験をしてきま
したが、一番印象に残っているのは、いまは、たまたま、

に、動かずに、食堂の椅子に座り、じっとテレビを見てい

東京への研究出張中に、国会に附置された東京にある

る、という感じでした。同時に、スマートフォンを見始めて

「国立国会図書館」
（実は、京都にも国立国会図書館の

いる人もかなりいました。そのうち、テレビの画面が「現

「関西館」というものがありますが、その意味では、東

地のカメラ」に切り替わり、それ以後、刻々と「現地の

京のものは「東京本館」と言われています）で、先の東

映像」が流され、地震の規模の大きさと被害の甚大さが

日本大震災に遭遇した体験です。

徐々に明らかになっていきました。
その日、国会図書館が閉館されるまで私は館内に滞在

地震が発生した３月11日の午後２時46分は、国会図書
館の６階にある食堂のテレビの前で、丁度、休憩のため

していました。通常の開館時間は午後７時までですが、

の缶コーヒーを飲もうと缶の栓を開けようとしていた時で

都内の公共交通機関が全線不通になっていましたので、

す。国会中継のテレビ画面が、突如、緊急地震速報の

閉館時刻が１時間程度延長されていました。館内放送

あのチャイム音とともにスタジオでアナウンサーが警告文

が、国会図書館は耐震構造建築物で館内は安全である

を連唱する場面に切り替わりました（あの後、このチャイ

こと、ただ、館内図書システムが故障して閉架図書の館

ムの不協和音とともに緊急地震速報の同じような場面を

内貸出が不可能になっていること、そして、都内の公共

テレビで何度見たことでしょうか）
。「強い地震の揺れに

交通機関の状況（結局、全線不通ということだけですが）

警戒して下さい」
「沿岸部の方は津波に注意して下さい」

を繰り返し伝えていました。放送内容の深刻さと比べて、
（次ページへ続く）⇨
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➡
がき、適当な本文…、と見て、読んでいく方法です。そ
れで、何が書いてあったかを理解する、ということです。

いつもとさして変わらない落ち着いた館内の様子に違和
感を持ちながらも、私も、借り出していた本をずっと読ん

「全部を正確に読んで、理解した」ということにはならな

でいました。実は、その日の夜は、シルク・ド・ソレイユに

いかもしれません。しかし、本の読み方というのは自由で

よる『クーザ』の東京公演を鑑賞する予定で、会場まで

す。いろいろな方法があります。でも、そこには「本を読

の交通手段を絶たれ、余震が頻繁に起こる中で危険な

む」という行為の本質があり、その本質はどんな読み方

身体パフォーマンスは行なわれるはずがない、当然公演

にも共通して存在しています。それは、本を読むことを通

は中止だろうと思いながらも、半信半疑でした。それどこ

じて自分の心を読む、ということに他なりません。
それは、実は、本屋さんの立ち読み、と同じことです。

ろか、気付くと、東海道新幹線も不通になっているので、
明日、名古屋の自宅に帰ることができるのだろうか、東京

その立ち読みが、買う本を選ぼうとして行なわれている

と名古屋の間を歩くとどのくらいかかるのだろうか、そもそ

場合には、さらに、同じ事態に近づきます。本の「読み

も歩ききることができるのか…。あれ、今夜のホテルには

方」というより、本の「見方」といった方が近いかもしれ

どうやって行けばいいの…、とさまざまな心配事にみまわ

ません。パラパラと本を見ている時の「本の読み方」で

れながらも、結局、閉館時刻ぎりぎりまで本を読み続けて

す。本屋さんに本を買いに見に行ったことがある人なら、

いました。その後、「安全な国会図書館」を出て、「帰

誰もがしている、誰もができることです。当然、雑誌を買

宅困難」な状況の中、車道と歩道にあふれながら帰宅

う時も同じです。
本屋さんに立ち読みをしに行くように、図書館に行くと

しようとする大群衆や車とともに、私もホテルまでひたすら

楽しいと思います。その図書館に、自分の読みたい本

歩いて行かざるを得ませんでした。
その体験を思い出しながら、あらためて思うのは、図

があれば、当然、いいですね。あるかないかは直ぐに

書館で本を読む、ということの意味です。国会図書館の

調べられます。とりあえず、携帯からは http://libwww.

館内での貸出制度は、館内貸出のみであって、館外貸

nagoyacollege.ac.jp/k

出は行なわれません。本は図書館内で読む、ということ

http://libwww.nagoyacollege.ac.jp その本がなかっ

パソコンやスマートフォンなら

が原則です。国会図書館に頻繁には行けないので、厳

たら、購入希望を出して下さい。先生方は「教員選定

選して借り出した本をそのつど読みきる、ということになり

図書」という権限を持っています。先生にも希望を出し

ます。通常の、ある程度の期間、館外に借り出し、じっ

てみて下さい。「そんなものは図書館におけない」と言

くりと読みきる、という読み方とは違います。「速読術」と

われるかもしれません。でも、言ってみないと分からない

言われるような本の読み方をしているということもできるで

です。〈図書館はみんなで創っていくもの〉。みんなの図

しょう。本の最初から、一字一句を読んでいく本の読み

書館をみんなで創っていきましょう。それが
『図書館と私』

方とは違います。限られた時間の中、表紙、目次、あと

というテーマで一番言いたかったことです。


2011年度

公開講座［第32回］のご案内

９月27日（火）～10月25日（火）毎週火曜日〔全５回〕 10時00分～12時00分
統一テーマ

（井上文人）

会場：524教室

「〈大震災の時代〉を生きる」

甚大な被害をもたらした東日本大震災、高い可能性で起こると言われる「東海・東南海・南海地震」、いま
私たちは「大震災」に対して何をすべきか、どう生きるか。特別講師として名古屋大学大学院環境学研究科
附属地震火山・防災研究センター長 教授 山岡耕春氏をお迎えし、本学の講師陣とともに問い、考える機
会として企画しております。また豊明市の大震災対策について石川英明豊明市長、同市役所市民生活部総務
防災課からのお話も予定しています。詳細については後日、ホームページ、豊明市・名古屋市広報誌、新聞
折込チラシなどでお知らせします。多数のご参加をお待ちしております。
★受講された方は講座開講日から一年間、当館をご利用いただけます。
館内利用と館外貸出（図書５冊 期間２週間）
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朝日新聞

きくぞう

記事データベース

聞蔵Ⅱビジュアル

テキストデータだけの前バージョンから、一部ですが新聞紙面そのもの（イメージ）が表示される契
約に変更しました。「聞蔵

DNAforLibraries」 → 「聞蔵Ⅱビジュアル」

収録範囲
・朝日新聞縮刷版；1945（昭和20）年～1989（平成元）年までの紙面イメージの検索と閲覧
・朝日新聞1985～・週刊朝日・AERA

過去の記事の検索と閲覧

＊『朝日新聞』1984年８月～ （2005年11月以降；切抜きイメージあり）
＊『アエラ』1988年５月

創刊号～

＊『週刊朝日』2000年４月～

ニュース面

・現代用語辞典「知恵蔵」最新版
ただし著作権や肖像権などがクリアされてい
ない場合、表示されないことがあります。
学内 LAN に接続されたパ
ソコンから利用できます。
アクセス方法

扌

図書館ホームページ
↓
情報検索
↓
聞蔵Ⅱビジュアル
↓
スタート画面（SSL）
アクセス１台限定ですので
利用終了後は、他の人が使えるように「ログアウト」を忘れずに！

☆1階

リサイクル

ワゴン

重複や保存期間を過ぎ、もはや不要となった除籍図書や
雑誌が置いてあるワゴンです。お気に入りのものを見つ
けたら自由にお持ち帰りください。返却する必要はあり
ません。図書館に入りブックディティクションを通り抜
けたら、まずはチェックしてみて！！

掘り出し物があ

るかも。
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新着展示棚の横にあります。

幼稚園誕生の物語―
「諜者」関信三とその時代

罵倒文学史―19世紀フランス作家の噂の真相
アンヌ・ボケル + エティエンヌ・ケルン 著

石橋正孝 訳

平凡社

東洋書林

明治維新のころ、
「邪教」たる
キリスト教排除のため諜者・密
告者となった仏教徒の青年、関
信三。その彼がキリスト教思想
の産物である「フレーベルの幼
稚園」
に出会い、やがて東京女子
師範学校（現・お茶の水女子大
学）に開設された幼稚園の監事
（園長）となる。

自らの不遇と他人の成功を不当と感じ、ささいなことから
いがみ合い、足を引っ張り合う…彼らは作家の名に恥じるこ
となく、その憎悪の念を見事な表現として残してくれた。

国吉

栄 著

体育・スポーツの哲学的見方

若きヘミングウェイ―生と性の模索
前田一平 著

南雲堂

パリへ旅立つ前、これまで研究が手薄とされていたアメリ
カ時代のヘミングウェイを検証。

岸田劉生美術思想集成 全２巻 うごく劉生、西
へ東へ 前篇・異端の天才 後篇・
「でろり」の味へ

久保正秋 著 東海大学出版会

岸田劉生 著

書肆心水

「健全なる身体に健全なる精
神が宿る」と言うのは嘘。
「宿る
のが望ましい」のである。
「教え
るとは何か」
「スポーツの技術と
は何か」
「試合の勝利とは何か」
、
体育、スポーツにおける様々な
出来事を取り上げ、従来とは異
なるちょっと別な角度から考察
した書。

あおむしじだいに食べていたキャベツのあじが忘れられ
ないチョウチョたち。親切な八百屋のおじさんにキャベツ
ジュースを作ってもらってもシャッキリ感がなく…どうして
もキャベツをたべたいチョウチョたちはなんと？？？

和菓子デザイン

とんねる とんねる

中山圭子 著

ポプラ社

徳川家御用達の菓子屋によ
る、格調高く美しくそしておい
しそうな菓子デザイン。名古屋
市蓬左文庫が所蔵する「御蒸菓
子御見本」
「御干菓子御見本」と
いう絵図帳から著者が496点を
選んだ。製法についての解説も
ある。

享年38歳。
「麗子像」で有名な岸田劉生の早すぎる死に至
るまで、書きのこした芸術への思い。

キャベツがたべたいのです
シゲタサヤカ 著

岩田明子 著

教育画劇

大日本図書

「とんねる とんねる、くぐってくださーい！」
、
「は～い」
と
やってきたのはへびくん。それからたこ、かえる、きりん、み
んな楽しくとんねるくぐり。でも最後にやってきたのはもぐ
ら。さあ―どうやってもぐらのとんねるくぐりましょう？？？

ろばのとしょかん―コロンビアでほんとうにあったおはなし
ジャネット・ウィンター 著 福本友美子 訳 集英社
小さな２頭のろば、
「アルファ」と「ベット」に、本をたく
さんつんでルイスは山をのぼり、山をくだり、はるか遠くの村
に向かいます。こどもたちが、ろばの図書館がくるのを待って
いるからです。

Books
五感をみがくあそびシリーズ
全５巻
農山漁村文化協会
五感を楽しい遊びで磨き、里
山里海の大切さに気付く。

シリーズ 鳥獣害を考える
全６巻
農山漁村文化協会
なぜ害獣・害鳥とされるのか？
鳥獣の生活や行動・習性をふまえ
たかしこい付き合い方とは。

性暴力問題資料集成 第Ⅰ期、第Ⅱ期

全36巻



不二出版

戦後1945年から売春防止法施行後の1960年までの買売
春と女性への性暴力に関する資料集成。

子供研究論大系

全10巻

日本図書センター

「子供研究講座」（先進社 1930－1931年刊）を底本と
し、復刻したもの。

児童福祉文献ライブラリー

日本図書センター

児童福祉基本法制 全20巻 別冊１
Ⅰ；児童福祉法の成立 Ⅱ；児童福祉法の展開
児童養護 全20巻 別冊１
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二冊の『働くということ』
学芸学部英語学科長・学生部長／斎

孝則（英米文学）

いずれも本学の図書館１階に置かれている、二冊の

きた一人だ」
。こんな具合である。一人ひとりの話に

『働くということ』を紹介する。一冊は30年近く前に

はほんの１～２ページしか割かれていない。それなの

書かれたものだが、作家の黒井千次さんの『働くとい

に、一つとして同じような話がないのは驚くべきこと

うこと』
（講談社現代新書刊）
。もう一冊は数年前にま

である。この一事からだけでも、
「働くということ」の

とめられた日本経済新聞社編の文庫本『働くというこ

底知れぬ深さと重みを知ることが出来る。

と』である。前者は新書版で後者は文庫本だから、形

二冊ともそれ程の本であるから、いずれも広範な

こそ違え、いずれも目方は軽い。だが、中身はともに

読者が想定される。恐らく中学生以上の、あらゆる年

ずしりと重い。

齢層の人が読者になりうる。だが、私の関心から言え

黒井さんは作家になる前の15年間、会社という組織

ば、就職活動を目前に控えた皆さんにこそ、この二冊

で働いた体験をもとにこの本を書いた。文章はさすが

を読まれるようお勧めしたい。大学生の年齢ともなる

に作家の文章である。だから、ここには言わば

と、ボランティアやアルバイトなどの経験を通し

一人の労働者が15年間働いて考えたことの重み

て、多くの人は働くということについて自分なり

が、少しの無駄もなく凝縮されている。
「夏休み

の考えを持つようになっている。自分の経験を

が終ってすぐの時期ではなかったろうか。ある

通して自分の考えを持つようになることは、もち

日、昼近くに大学に出て行くと、あたりの空気が

ろん良いことである。ただし、２年や３年の経験

どことなくいつもと違う。行き交う学生達の間を

というのはそれがたとえどんなに充実したもの

ざわついた空気が吹き抜けている感じなのであ

であっても、しっかりとした考えを育むのに十分

る」
。一度この本を手に取った方は、こんな文章

な土台とは言えない。
「働くということ」の意味

に乗せられて、その重みにもかかわらず、きっと

を知る場合はなおさらである。なるほど読書が

最後まで読み切ってしまうのではないか。

人生経験自体の代用品になるわけではない。し
かしながら、この二冊の本に関して言えば「働くとい

一方、日本経済新聞社編の方には、
数え切れぬほど沢山の方々のエピソー

うこと」
についての視野を広げるには、十分だと思う。

ドが、多くの場合、実名、実年齢入りで

視野を広げ、働くということについての自分の考えを

記されている。
「不可能と言われた『青

補強しておけば、就職活動

いバラ』の開発を2004年に世界で初め

に対してもきっと前向きに

て成功させたサントリー。研究チーム

力強く踏み出すことが出来

のメンバーの水谷正子（38）は遺伝子

ると思う。

が紡ぎ出す生命の神秘にとりつかれて

就職・検定・教職問題集コーナー

この２冊は１階の就職・検定・教職問題集
コーナーに置きました。
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耳で味わうハリー・ポッター
学芸学部英語学科／井川恵理（スコットランド文化）
2011年７月、映画版の最終章が世界で公開されることになっている
『ハリー・ポッター・シリーズ』
。
原作の第１巻が出版されたのが1997年、14年の歳月が経つことになる。桜花学園大学学芸学部や名古屋短期大学現代
教養学科の「ポッタリアン」
（注：「かなりのハリー・ポッター好きの人々」の意味。Potterians）と話していると、小学
校時代にその世界に入った人が多いことがわかる。中には、11歳の誕生日にホグワーツからの入学許可書が（おそら
くフクロウに）運ばれてくるのを心待ちにしていた、という筋金入りのファンもおり、小学校時代に瀬田貞二氏の翻訳
で『ナルニア国ものがたり』シリーズにはまり、自宅の「衣装だんす」にもぐりこんで、ナルニアへの扉が開くのをじっと
待っていた私もたじたじである。
そんな皆さんにおすすめの「音で聴く」ハリー・ポッター・シリーズが図書館にやってきた！全７巻すべてを原書朗
読した CD である。読み手はジム・デイル Jim Dale。アメリカの演劇界で活躍した人に与えられるトニー賞の受賞者
で、このハリポタ朗読では、グラミー賞にもノミネートされたという。一人で一冊を声に出して読み続ける、というそ
の根気だけでも大変なことが想像されるが、作品として仕上げ、世に出すとその評価は当然厳しくなる。シリーズ作品
が出版されるたびに、ジム・デイルおじさんは依頼され、全７巻分すべてを朗読している。映画作品
では、観客の辛抱に限界があることが予想されるので、かなり編集され、長くても３時間弱という程度
にまとめられているが、
「朗読」となるとそうはいかない。一字一句を読み、情景を伝え、キャラクター
の声の違いを出し、感情を伝えなければならない。大げさすぎても聴き手は引いてしまうし、淡々と読
めば飽きられてしまう。演劇界で活躍する人だとしても、自分の顔の表情やアクショ
ンで示すわけにはいかない。リズムの緩急、声の高低、ひとりの人間が自分の「声」の
もてる力の限界に挑戦する、「音」の世界なのである。
ではここでクイズの時間。一冊を朗読するのには何時間かかるでしょう？ 松岡佑
子さんの翻訳で読んできた方、原作に挑戦してきた方、さまざまな読者がいると思う
が、自分の経験を思い起こしてほしい。例えば一番短い『ハリー・ポッターと賢者の
石』
日本語版は455ページ、原作（英国版ペーパーバック）は223ページ。集中して１日で読んだ人も多いかもしれない。
ジムおじさんの朗読は…CD 全７枚で８時間24分。原作の初版ハードカバー版（英国版）636ページの第４巻は、CD で
17枚「約20時間」
。では、第７巻の朗読はいかに…ぜひ図書館で確認していただきたい。
その苦心の作の第１巻の CD から少し雰囲気を伝えてみよう。ダーズリー家のありふれた日常から始まる第一
章 The Boy Who Lived「生き残った男の子」
（以下日本語引用はすべて松岡訳より）
、最初の文が実にしゃれている。
Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal,
thank you very much.
4 4 4
プリベット通り四番地の住人ダーズリー夫妻は、「おかげさまで、私どもはどこからみてもまともな人間です」とい
うのが自慢だった。
平穏な日々こそ幸福、を自負するダーズリー家、これから魔法界と嫌でも関わらざるを得なくなる嵐の前の静けさを
ちょっぴり皮肉に描写するこの文の鍵は最後の‘thank you very much’である。原作者 J.K. ローリングさんは、お
そらく英語圏の人々にはありふれた、でもちょっとした気分を表す「つけたし語」で文章に表情を出すのがとてもうまい
人である。その「つけたし語」は文の最後に来て読者や、聴き手を笑わせたりうならせたりする。残念ながら日本語の
構造ではなかなか表現できないものなのである。デイル氏は冒頭のこの文を軽やかに語尾をあげて読む。その声の調
子で、この‘thank you very much’がどんな風に英語ネイティブさんたちの世界で使われているかも伝わってくる。
次に特筆すべきは、演劇人のプライドともいうべき、役に合わせた声の変化である。同じく第１巻の CD ３枚目の冒
頭、第５章の最後の部分、ホグワーツ入学準備を終え、ハグリッドがハリーを再びダーズリー家に戻る列車に乗せる
別れの場面。ハリーは、ダイアゴン横丁で自分が実は有名人であったことを思い知らされ、不安を抱えている。その
ハリーをなだめるハグリットの言葉。
…Everyone starts at the beginning at Hogwarts, you’ll be just fine. Just be yourself.「みんながホグワーツで一
から始めるんだよ。大丈夫。ありのままでええ。
」ジムおじさんのハグリットが、Just be yourself と少しかすれた深み
ある声でなだめると、こちらまでそのぬくもりが伝わってくる。ハリーが「ありのままでいる」ことの難しさを知ってい
る今の私たちなら尚更である。
すべてを聴く時間などないなぁという方も、自分の好きなシーンを拾って聴いてみることをお勧めする。原書がない
という方、英国版も米国版も、図書館にすべて揃えていただきました。ちなみにデイル氏は米国版で朗読している。英
国版との比較も興味深い。
ぜひ！お試しあれ！
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DVD
楽しく食べる子―食べる力を育む
日本子ども家庭総合研究所 監修

そのバイト語はやめなさい！―正しいビ
ジネス語の話し方

新宿スタジオ

日々の保育の中で食育に取り組んでいる幼稚園、
保育園。保育の現場から「食育」の基本を学ぶ。

小林作都子 監修

「あなたのその言葉使いおかしくないですか？」
「エ～別に問題ナイッショ！！」という貴女、ぜひ視
聴しましょう！！

モンテッソーリ教育―世界で支持される
幼児教育法
Learning ZoneExpress 制作

トイ

新宿スタジオ

ストーリー

１～３

ウォルト・ディズニー・スタジオ

米国ノースダコタ州ファーゴにあるモンテッソー
リ学校のドキュメンタリー。

人間には秘密だけれども、実は話したり自由に
動くことができるおもちゃたち。ゆかいで楽しい
おもちゃたちが繰り広げる友情と感動のアドベン
チャー・シリーズ。

保育看護―病児・病後児保育
全国病児保育協議会 監修

日本経済新聞社

新宿スタジオ

病児保育の基本的知識を解説した第１巻、保育看
護のポイントと注意点、あそびの計画・展開や工夫、
保護者対応などを具体的に紹介した第２巻実践編で
構成。

カールじいさんの空飛ぶ家
ウォルト・ディズニー・スタジオ
78歳のカール爺さんは、先立たれた最愛の妻エ
リーとの約束を果たすため、人生最大の決心をする。

DVD オペラ・コレクション

デアゴスティーニ
保育学部保育学科／石山英明
（音楽）

現代のテレビ・ドラマや映画などの進行や展開の速度に慣れた我々には、オペラの進行は鈍重に感ずる側
面も否めない。オペラにおいては様々な感情の高ぶりを何分も、時には何十分も歌い上げ表現するからだ。
オペラが生まれたのは17世紀だが、人間の感情はある意味で普遍である（愛・嫉妬・不倫・身分の違い・健
康問題・名誉・貧困 etc.）。それをテクノロジーなどほとんど無かった時代に創意工夫をし、表現として具現
化し、芸術へ昇華してきた。それを現代のテクノロジーにより DVD で鑑賞し、２～３時間のオペラに浸る
のは、我々に与えられた贅沢の一つかもしれない。
このシリーズでは、指揮者のカラヤン、クライバー、シノーポリなど、
歌手のパヴァロッティ、ドミンゴ、グルベローヴァなど、演出のゼッフィ
レッリ、シェンクなど大物が揃い、伝説の超名演と云える公演がライブラ
リーになっていて大変貴重だ。オペラは演奏・演出ともに進化をし続けて
いるが、
「楽しみ方」の進化の一つは、DVD で歌手や指揮者の表情まで観
る事が可能になった事だと思う。贅沢を極め尽くしたオペラの舞台を、解
説書を片手に是非楽しんでいただきたい。
また、ヨーロッパ系の国々には、大都市ばかりではなく地方都市でもオ
ペラ劇場が街のシンボルになっている。この「DVD オペラ・コレクショ
ン」では世界のオペラハウスの装飾や雰囲気も味わうことができる事が大
変魅力的である。
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夏休みのための長期貸出

休館日

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）

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27日（月）
～
9月7日（水）

Jul.7
日 月

学芸学部、専攻科英語、
英語コミュニケーション学科

7月25日（月）
～
10月5日（水）

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

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

Aug.8
日 月

♥７月18日～８月４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：
前期試験のための開館時間延長

火

火

水

水

木

木

金

金

祝日
授業開講のため
開館します。
卒業生のみなさ
んもぜひご来館
ください。

土
７月18日（月）
海の日

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

♥７月23日（土）夏季休業のため休館
♥７月30日（土）愛知県私立幼稚園連盟統一試験のため休館
♥８月５日
（金）
、６日
（土）保育士試験会場のため休館

Sep.9
日 月

♥８月８日
（月）
、11日
（木）
～17日
（水）夏季休業のため休館

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

休館中ですが就職試験対策等で資料が必要な場合、
貸出［９：00～16：30］をします。
お出かけ前に電話等でお問い合わせください。
本学学生に限ります。
♥ ８月20日
（土） オープンキャンパスのため
開館時間 ９：00～14：00

Oct.10
日 月

♥９月３日
（土）館内整理のため休館
♥９月12日～９月23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：
前期試験のための開館時間延長

2
9
16
23
30

♥10月８日（土）保育士試験会場のため休館
♥10月22日
（土）入学試験のため休館

水

木

金

火

水

木

金

♥11月19日
（土）入学試験のため休館

10月10日
（月）
体育の日

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

♥11月14日
（月）館内整理のため休館

９月23日（金）
秋分の日

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

Nov.11
日 月

♥ 11月12日
（土）
、13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。

火

９月19日（月）
敬老の日

「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。

11月３日（木）
文化の日
11月23日
（水）
勤労感謝の日
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