
　 私 が「 図 書 館 だ よ り 」
（No.17、1989年７月）に「ル

ドルフ・シュタイナーの教
育思想に魅せられて」という一

文を掲載させていただいてから23年が経過し
ています。今年度いっぱいで定年という年を迎え、
関係者のご配慮かと推察しますが、あらためて本誌
に執筆の機会を得て感ずることは、その頃、私自身
が、折々に口ずさんでいた海援隊の武田鉄矢の歌、

「思えば遠くへ来たもんだ」という感慨であります。
　私は、本誌に一文を掲載させていただいた前年の
1988年の７月、はじめての単著である『科学として
の教育行政学』を教育史料出版会から上梓していま
す。私自身の専門である教育行政学の学問的な方法

論を「実践科学としての教育
行政学」として体系的に論じ
ようとしたものでした。『科
学としての教育行政学』とい
う表題に、40歳という若さゆ
えの問題意識が端的に示さ
れているといえるでしょう。
教育行政学の基礎の学問と
もいえる法律学と政治学で

現代日本の学問的地平を切り拓いたともいえる二人
の権威の若き頃の業績に、川島武宜『科学としての
法律学』（弘文堂、1955年）、丸山眞男「科学として
の政治学　 ―その回顧と展望―」（1947年）（『丸山
眞男集　第三巻』岩波書店　1995年所収）があるこ
とに、私の問題意識が共鳴していたことは明らかと
いえます。
　1989年は「昭和」から「平成」へと年号が変わっ
た年であり、時代の転換を象徴する出来事であった
といえますが、学園レベルの大きな変化は1990年に
現在の桜花学園大学の前身である豊田短期大学が豊
田キャンパスに設置されたことといえるでしょう。
このような、相互には何も関わりのない事実を通し
て顕在化した歴史的転換期としての社会の変化は、
現在もなおその進行途上にあるといえるでしょう。
　私は、『科学としての教育行政学』で提起した問題
を自ら理論的に検証するために「現代教育行政の理
論的課題」（鈴木英一編『教育改革と教育行政』勁草
書房、1995年所収）という論稿を書いています。そ
の作業は、私の中で民間非営利（NPO）の活動とそ
の意義について概念的にも明確に確認する機会とな
り、重要な意味をもつことになりました。偶然にも、
私が『科学としての教育行政学』で理論的に格闘し
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た教育行政学の権威が宗像誠也氏（1908-1970）（そ
の主著が『教育行政学序説』有斐閣、1954年）であ
りますが、そのお嬢さんの上野真城子氏がアメリカ
の NPO シンクタンク（アーバン・インスティテュー
ト）の研究員をされており、雑誌『世界』（岩波書
店）に掲載された「市民よ、私たちが問われている」

（『世界』1994年２月号所収）という論稿を通して、
民間非営利（NPO）の活動に則して、次のように問
題を提起されていたことは、私にとって理論的な大
きなインパクトとなりました。
　「日本は、市民に公共への関心と関与の活動を奨
励したり育んでは来なかった。公共体の活動や企業
活動と対等なものとしようとしなかったばかりで
なく、むしろ抑圧ないしは無視してきたのである。
これを制度的に保証し、こうした活動が尊重される

『市民権』を得なければ、日本の市民社会は成長で
きない。」
　これは、阪神淡路大震災が起き、日本におけるボ
ランティア元年とされるようになった1995年の１
年前の問題提起です。
　私は、このような民間非営利（NPO）の活動を教
育行政学の理論としてどのように位置づけていく
かという課題を追う中で、P.F. ドラッカー（1909- 
2005）の一連の書物と出会い、幸運にも、そこでの
問題提起から多くの知見を得ることができ、理論的
にも実践的にも励まされてきたように思います。
　P.F. ドラッカーは『ポスト資本主義社会』（ダイヤ
モンド社、1993年）の中で、歴史的転換に遭遇して
いる現代を論じ、老大家とは思われぬ若き精神で、
課題を次のように提起しています。
　「1990年に生まれた者が成人に達する頃には、彼
らの祖父母の生きた世界や父母の生まれた世界は、
想像することもできないものとなっているであろ
う……今が『未来をつくる』ときである。なぜな

らば、まさに今、す
べてのものが流動的
であって、不安定だ
からである。今こそ
が、『行動』のときで
ある。」
　P.F. ドラッカーの
マネージメント理論（『マネジメント（エッセンシャ
ル版）―基本と原則』、『非営利組織の経営―原理と
実践』、いずれもダイヤモンド社など著書多数）は、
民間非営利組織の経営をも包括し、大学の組織運
営・改革の実践にも有益な示唆を与えるものといえ
ます。昨年、放送作家の岩崎夏海氏が書いた『もし
高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネ
ジメント』を読んだら』（ダイヤモンド社）が「も
しドラ」ブームを生み、270万部突破するベストセ
ラーを記録し、社会的にも広く認知されることとな
りました。
　私は、教育行
政学を「実践科
学としての教育
行政学」として
構想してきまし
たが、大学の組
織運営・改革の
実践は、まさに
そのような私の教育行政学実践でありました。私は

『科学としての教育行政学』において、次のような
課題を提起しています。
　「学校をふくめた教育行政の各機関（教育委員会、
学校法人、学校等）と、それを構成する諸個人が、
それぞれの機関が担う責任をどのように果たして
いくのか、消極的に上級機関の指示を待ったり、単
にそれを批判したりというような受動的な立場を

➡

名古屋大学大学院教育学研究科出身。教育行政学の専攻。大学院修了後、名古屋短期大学に着任。保育科に
おいて長く教職関係科目を担当。名短大の大学としての自立的発展の課題を常に提起され、専門研究と現実
の大学自治の課題を統一的に追求しうる領分をいかんなく生かしてこられました。2002年度開学した全国初
の保育学部創設およびその後の学部づくり、大学づくりの政策提起およびその実践においては、一貫して先
頭に立ってこられました。組織間・組織内における諸矛盾を鋭く分析し、組織主体・責任主体としていかに
整合的な発展のすじみちを切り開いていくかに、力とエネルギーを注いでこられました。（Ｓ）

近藤先生は

ドラッカー名著集　全15巻
ダイヤモンド社
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2011年度　公開講座 終了しました。

　第32回　公開講座が９月27日から10月25日の毎週火曜日、統一テーマを「〈大震災の時代〉を
生きる」とし５講座（会場：524教室）開催されました。219名のお申し込みがあり盛況のうち
に終了することができました。
　今年度は外部講師を２回にわたってお迎えし、第１回目は名古屋大学大学院環境学研究科付
属地震火山・防災研究センター長　山岡耕春教授から東海・東南海・南海地震のメカニズム、地

元である豊明市や名古屋市東部地域への影響等をご講演いただきました。第２回目は「豊
明市の大震災対策」として豊明市役所防災課の山本茂係長より具体的な説明がなさ

れ、石川英明豊明市長から防災行政について、行政のトップとしてのご挨拶とと
もに受講者の皆様の多くの質問にもお応えいただきました。そして第３～５回
は本学の講師陣による「情報」、「子ども」、「国際」のそれぞれの観点から講演が
ありました。〈大震災の時代〉がどのような時代なのか、どのように生きるべき
か考える機会としていただけたのではないかと思います。

　なお、第２回と第４回は中部ケーブルテレビによる取材、放映も
ありました。

　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１年間〈 図書館をご利用いただけます。〉

揚棄し、それぞれの場における政策形成の課題に主
体的、積極的にとりくむことがきわめて重要となろ
う。……集権的な教育行政のあり方を改革し、民主
的な教育行政のあり方を実現していく方途は、まさ
にこのような教育行政各機関、およびそれにかかわ
る諸個人の能動的実践にかかっているというのが、
今日の教育行政をめぐる新しい条件といえる。」
　今年度は、保育学部の開学10周年の記念すべき年
でありますが、保育学部の開学と現在までの学部づ
くりは、私にとりましては、まさに教育行政学の実
践として、21世紀の大学創造へのチャレンジとし
て、いまだ未完のプロジェクトといえるものです。
　P.F. ドラッカーは、歴史的転換期の現代の課題と
関わって、「学校が成果を約束しなければならなく」
なり、「学校は責任を負うようになる」（前掲『ポス
ト資本主義社会』）と述べていますが、保育学部の10
年は、まさに、そのことを、学生・教職員の共同の
課題として実現してきた歴史であるともいえます。

　保育学部は、この秋、東洋経済新聞社が公表した
「ニッポンの大学トップ100」の「就職率ランキング」
（『週刊東洋経済』10月22日号掲載）で、全国の国・
公・私立大学の文系すべての大学の第一位（99.3パー
セント）という結果を得ましたが、それは、大学が

「約束」しなければならない「成果」の重要な一端
を、その「責任」として達成しえたものと考えます。
　私の教育行政学研究とその実践は、期せずして保
育学部開学10周年という記念すべき今年度をもっ
て、ひとつの画期を迎えることとなりました。名古
屋短期大学で大学教員としての教育・研究をスター
トさせ、保育学部の10年をもって、そのひとつの到
達点を検証しえたことは幸いでした。
　私とともに教育・研究を同じキャンパスで進めて
下さいましたすべての関係者のみなさまに、学生を
含めて心より感謝したいと思います。
　『未来をつくる』ための『行動』における、みな
さまの健闘を心より祈念します。
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★ �magazineplus、bookplus は図書館内に限らず、
学内 LANに接続しているパソコン端末から利用
することができます。

オンライン・データベース・サービス

画面デザインが

変わりました。

magazineplus、bookplus

リニューアルのお知らせ

わらべうたであそぼう
乳児編　あそび
図書『新訂　わらべうたであそぼう
―乳児のあそび・うた・ごろあわせ』
（コダーイ芸術教育研究所）掲載の
「ジージーバー」「だるまさん」など
うた・あそびを60曲収録

Foundations 
Reading Library
Level 1～7

カラー・テキストと一緒
に２階閲覧室［837.7分
類］に置いてあります。

GLEE: The Music 
Volume 1～3, The 
Power of Madonna, 
Journey to Regionals
海外人気ミュージックドラマ
『glee』のサントラ盤セット５
枚組

CD

bookplus
①  2000年以降の和書に限りますが、

表紙画像の表示選択（on/off ）
②  著者紹介情報の表示選択（on/off ）が

できるようになりました。

③  書誌事項のダウンロード（CSV な
ど）ができるようになりました。

③

① ②

新しい機能

雑誌分類 記事種別

magazineplus
・検索項目が追加されました。

・ 同一巻号内の目次一覧表示
 検索した記事から同じ巻号の目次が一覧できる

ようになりました。
・ 目次、要旨を含む詳細表示データのダウンロード
（CSV など）ができるようになりました。
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★０歳児のあそびと保育者の役割―０歳児後半（はいはい・一人歩き）期　全２巻★
　０歳児であっても受け身的なあそびだけではない。身近な大人（保育者）との安心と信頼関係の
下で興味、関心を広げ自発的にあそびを見つけていく。積み木や砂あそびなど一人の乳児を通して、
保育者のあそびの援助について学ぶ。

★乳幼児期の砂遊び　全２巻★
第１巻　砂遊びから見る子どもの発達
第２巻　あいかの砂遊び―５年11か月の記録―
　「砂」との初めての出会いから「砂で遊ばない砂遊び」、そして「ごっこ遊びの砂遊び」へと広がる。４、５歳児期
にあっても適切な保育者の関わりがあれば、子ども同士の役割分担など、砂場全体に大きなイメージを創り出すよう
な砂遊びも出現する。
　第２巻は一人の女の子の長期にわたる砂遊びの観察記録。

★支えあう心の繋がり　乳幼児精神保健　全３巻★
　赤ちゃんと家族の成長発達を乳幼児精神保健の視点から看護職と臨床心理士が観察し、時には支援をした実践記録。
第１巻　妊娠中から生後１か月まで
第２巻　生後１か月から６か月まで
第３巻　生後６か月から１年まで　（2012年２月、制作予定）

★千年の森づくり★
　放置された森林の再生、炭焼きの学校、棚田を利用した有機農法など、里山を蘇らせるための様々な活動と
その人材育成の実践例を映像で紹介。

専門編　全３巻
第１巻　森をつくる

　　　　～千年構想　守り育てるこころ～

第２巻　�森と生きる～持続可能な暮らしの実現
第３巻　�地域が活きる
　　　　～農村漁村の再生を目指した人づくり～

導入編　全２巻
第１巻　すべてはつながっている
　　　　～大切な森と田んぼ、食の体験～
　　　　１話：つくってみよう！　千年の森
　　　　２話：体験しよう！　ワクワク田んぼワールド
　　　　３話：食べて知ろう！　わたしたちのまち
第２巻　自然体験教室～続けるための工夫と成果

★はらぺこあおむし★
　エリック・カールの「はらぺこあおむし」はじめ
５作品を日本語と英語で収録。字幕も日本語と英語
モードあり。

★クイール★
　ラブラドール・レトリバーの子犬「クイール」は、
様々な人々との出会いと別れを繰り返しながら、盲
導犬として育てられる。やがて一人の男性パート
ナーと出会い、人生を共に歩み始めるが……。

★借りぐらしのアリエッティ★
　小人の少女、アリエッティは「人間に見られては
いけない」という掟の下、古い屋敷の床下で、人間
の生活用具を借りながら、両親と密かに暮らしてい
た。そんなある日、その屋敷にやってきた病弱な少
年・翔に姿を見られてしまった。

★塔の上のラプンツェル★
　森の奥ふかく、人目を避けるようにしてたたずむ
高い塔に、18年間一度も外に出たことがないラプン
ツェルが暮らしていた。彼女は金色に輝く長い長い
魔法の髪を持っていた。

★つまずきのある子への保育★
　保育士になるための児童福祉施設実習に
向けて制作されたもの。各種施設の全体像と
働く保育士の姿を追う。
・知的障害児施設
・重症心身障害児施設・肢体不自由児施設
・乳児院

★レッジョ・エミリアの幼児教育　１ 
―驚くべき学びの世界「モノとの対
話」★
　アートとの出会い、子どもたちの「驚き」
を受け止め大切に育てる―レッジョ・アプ
ローチ。レッジョ・エミリア；乳児保育所と
幼児学校の子どもたちの一日の活動と帰宅
後の教師たちのミーティングまでを映像化。

★乳幼児の心理発達・その不思議★
　０歳児から３歳児までの乳幼児の動きやしぐさを「認知」「社会性」「言語」の３つのカテゴリーに分けて、その心
理発達過程を見ていく。

DVD
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リンカン　上・下巻
ドリス・カーンズ・グッドウィン 著

　平岡　緑 訳　中央公論新社
　政敵を自身の政権の主要閣僚に組み入れ巧みに操
る。どこかであったような話だが、分裂の危機を乗
り越え、暗雲たちこめる祖国の舵取りをする偉大な
大統領はライバルたちからも守りたてられ、敬意
を払われるようになったというところはどうなので
しょう。リンカン個人の評伝にとどまらず彼の家
族、政権内の人々の家族も含めた人間模様が描かれ
ている。上巻は大統領に就任し、南北戦争に至るま
での経緯、下巻は戦争終結直後に命を絶たれるまで。

地図で読む戦争の時代―描かれた日本、描
かれなかった日本� 今尾恵介 著　白水社

　公開したくない場所は空白区域とし、軍事施設を
住宅地と偽る。戦前の地形図には「名古屋城」とあっ
たものが、名古屋大空襲後の昭和22年版は「名古屋
城址」と改められ、黒々と描かれていた密集市街地は
焼け残った建物だけをポツリポツリと表
示した白いものに変貌した。他国を侵略
して植民地を経営し、また空襲を受け、連
合軍によって占領された時代を、それぞれ
の時代の地図を通して読む。2011.3.11
後の福島第一原発を含む東北地方の地図
はどのように変わっていくのだろう。

水が世界を支配する
スティーブン・ソロモン 著　矢野真千子 訳　集英社
　生命の源‘水’、水でできている私たち。しかし時
として大津波、台風、大洪水と荒れ狂う水はすべて
を沈め飲み込む。人類の歴史は、水の問題にどう対
応するかの歴史でもあった。‘水’をキーワードに世
界史の謎に迫り、水と人類との関係を壮大な時空間
スケールで語る。

民意のつくられかた� 斎藤貴男 著　岩波書店
　地域住民の意向、民意に沿う―近頃、割と気軽に
使用される言葉なのではと感じるが、民主主義社会
の根幹に関わることであるには違いない。しかし
「問題は、その民意なるものは、どのように形成され
ているか、そして、社会を構築するのにふさわしい
水準に達しているのか、という点です。単に世論誘
導というだけでは捉えきれない、権力に人間が操ら
れている実態……もっとも、操られた結果であって
も、それもまた民意には違いない」と永遠に解明さ
れることはないかもしれない大テーマに挑んだ書。

チーズの歴史：5000年の味わい豊かな物語
アンドリュー・ドルビー 著；久村典子 訳

ブルース・インターアクションズ
　起源から現代まで、チーズにまつわる話の数々を
写真や絵も多用し紹介している。カビだけではな
い。ダニや○○（自分で確かめて）も熟成に使用し
たとは驚きである。「世界最古の料理本（楔形文字で
書かれた銘板）」にもシチューの香料としてチーズは
登場しているそうな。試しに作ってみるかどうかは
別として、古今のチーズ料理レシピもあり。

ジブリの哲学―変わるものと変わらないもの
鈴木敏夫 著　岩波書店

　名古屋市生まれ（名古屋人としては勝手にうれし
くなる）で、スタジオジブリ代表取締役・名プロ
デューサー鈴木氏によるジブリ作品のつくられ方、
作品史と戦略が熱く綴られる。

ジョージ五世� 君塚直隆 著　日本経済新聞出版社
　ヴィクトリア女王の孫として生まれ、兄の
急死により突然即位したジョージ5世。映画
「英国王のスピーチ」の主人公、ジョージ6世
の父である。「イギリス立憲君主制の父」と
も呼ばれた波乱の生涯を振り返る。

世界初の女性大使　A・M・コロンタイの生涯
ミハイル・アレーシン 著　渡辺温子 訳

　東洋書店
　19世紀末、裕福なブルジョワ家庭に生まれ、21
歳で結婚し子供も儲けるが、世のしくみに疑問を
もった彼女は、家庭を捨ててマルクス主義に傾倒し
ていく。旧ソ連時代、世界初の女性大使となったア
レクサーンドラ・ミハイロヴナ・コロンタイの生涯。

岡本太郎　爆発大全
椹木野衣 監修　河出書房新社

　かつて「芸術は爆発だ！」とテレビで叫んでいた
おじさん、いやおじいさんの生誕100年を記念して
出版された。ただ振り返るのではなく「21世紀の芸
術家」として位置づけ直す。四つ折りや1.7メート
ルほどもある折込ページなど装丁も芸術だ！！。

筑豊炭坑絵巻� 山本作兵衛 著　海鳥社

　ユネスコ世界記憶遺産に登録された、炭坑記録
絵師：山本作兵衛の記録画などを収録した画文集。
1973年に葦書房から出されたものの新装改訂版で
ある。

Books
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絵本の力学
マリア・ニコラエヴァ、キャロル・スコット 著

川端有子、南　隆太 訳　玉川大学出版部
　絵本を「絵とことばのおりなす力関係によってな
り立つ芸術形式」と規定している本書を、いまだ絵
本評価の基準、評価が確立されていない絵本研究に
対し、なんらかの道筋をたててくれるのではないか
という思いで訳されたもの。具体例としてビアトリ
クス・ポターの絵本やムーミンなど英語圏や北欧の
お馴染みの物語絵本が挙げられているが、簡単には
読み進められない。

ハティのはてしない空
カービー・ラーソン 作　杉田七重 訳　鈴木出版
　20世紀初頭のアメリカ、幼いころに両親を亡くし
た16歳の少女ハティは、おじの遺言をうけ、たった
ひとりで西部の開拓地へ向かう。親戚の家をたらい
まわしにされて育った彼女にとって、自分の居場所を
みつけられるまたとないチャンスと思われたのだが。

ねことライオン　にてる？　にてない？
ひさかたチャイルド

　全く違った環境に暮らすネコとライオンだけれど
も、同じネコ科の動物である。彼らの様々な特徴を
比較し観察する写真絵本。
　かお、前足、しっぽの実物大のページがある。ラ
イオンのかお、おお～きい！！

おもちのきもち� かがくい�ひろし 著　講談社
　いまのところ大事にされているかがみもちで
すが、いつ　なんどき　たべられる　ことやら。
おもちだって、いろいろ　なやみがあるんです。

ゴリラとあそんだよ
やまぎわ�じゅいち 文　あべ弘士 絵　福音館書店
　わすれものをとりにいっただれもいない学校の校
庭で、ぼくはゴリラの子、二ひきとであい、遊んだ。
本当だよ。

復刻版　赤とんぼ　全31冊　別巻1
� 大空社
　戦後最初に創刊された児童雑誌、『赤とんぼ』（昭
和21年4月～23年10月）の復刻版。

新通史　日本の科学技術―世紀転換期の社
会史　1995年～2011年　全4巻　別巻1
� 原書房
　日本社会の変化について、科学・技術の視点から
多角的にとらえる。刊行中

世界の民族衣装文化図鑑　全2巻
１：中東・ヨーロッパ・アジア編
２：オセアニア・南北アメリカ・アフリカ編
パトリシア・リーフ・アナワルト 著　柊風舎

　各地域の衣服や装飾品を、自然環境、歴史的背景
について解説しながら紹介。

運動遊びカリキュラム720種目コース
　運動遊びが発達段階にそって、月ごと（1
月～12月）に収録されている。付録版とし
て親子体操案、組立体操案もある。

コレクション　戦争×文学
（戦争と文学）全20巻 
別巻1� 集英社

　日清戦争から9.11
以降現代の戦争ま
で。刊行中

OPAC（蔵書検索）
新 機 能

より便利に！
本の表紙画像を表
示できるようにな
りました。（一部
ですが）
本の内容紹介へと
リンクしているも
のもあります。
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★12月23日（金）天皇誕生日：授業開講のため開館

★1月17日（火）、19日（木）、20日（金）、23日（月）、 
24日（火）、26日（木）、27日（金）、30日（月）

　後期試験のため開館時間延長
  開館時間　９：00～17：50  

★1月31日（火）入学試験のため休館

★2月1日（水）入学試験のため休館

★2月9日（木）入学試験のため休館

★2月20日（月）～25日（土）蔵書点検のため休館

★3月3日（土）入学試験のため休館

★3月12日（月）：四大卒業式のため
★3月16日（金）：短大卒業式のため
  開館時間　９：00～12：00  

　　　　　　資料は全て返却してから卒業してくださいネ～

卒業後は「卒業生」として図書館を利用できます。

卒業生の利用について
　館外貸出
　　図書：5冊4週間　雑誌：2冊2週間　CD・カセット：2点2週間
　現住所を証明できるもの（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。待ってますヨ～

図書10冊／雑誌３冊／ CD・カセット３点

貸出期間
冬休み 12月13日（火）～1月12日（木）

春休み

短大・専攻科1年、
学部1～3年 1月26日（木）～4月11日（水）

学部4年 1月26日（木）～3月12日（月）

短大・専攻科2年 1月26日（木）～3月16日（金）
公開・付幼・卒業生の方は平常の貸出期間と冊数で貸出いたします。
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222222222222222222
冬休みと春休みのための長期貸出

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
・OPAC（蔵書検索）
・開館日程

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

Dec.12
日 月 火 水 木 金 土

18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

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

「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。
2011. 12. 20. 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 29

2012年
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