
-・・アリ7t字-r v 

2013年1月23日 発行:神戸芸術工科大学図書館 http://www.lib.kobe-du.ac.jp 



2 

今回は新年特別バージョンで、大の読書好きの図書館事務室長に紹介していただきます。

『銀ニ貫』

高田 郁/著

図書館事務室

新井 芳則室長

高田郁さんの本は、 ついヲ|き込まれ途中でやめることが‘で‘きなくなってしまう。 現在、 刊行中の『みを

つくし料理帖』もその一つである。続きが早く読みたく、 待ち遠しく苛立ってしまう作家の一人で、あるo r出

世花』と、それに続く2作目である『銀二貫jは、ともに実は他人の所有物である。本棚にあった『出世花j

を誰の断りも無く拝借し、 作者の描く人物像に号|き込まれ、 引き続き勝手に拝借した本である。言い訳に

なるが、 両本とも1日で完読し、 すみやかに元の場所に戻してし唱。

高田氏が描く『人』は、漂としていて誠実で、つねに前向きである。 どの本も困難に立ち向かうその姿は、

人への愛情、 仕事への努力、 そして生き方への誠実さが・描かれていて清々しさが感じられる。 人物像と

背景がしっかりと描かれており、 リズム感ある平易な文章が、 枕を必要とさせない。

肝心のあらすじであるが、 タイトルの『銀二貫』とは、

大坂天満の寒天問屋、 井川屋の主人和助が、 大火

で消失した天満宮への寄進のために、 恩ある主筋にあ

たる庖から、心を痛めながら返金してもらった大金である。

帰路、 偶然出会った仇討ちで、 落命した武士の子をそ

の銀二貫で引きとる。少年(松吉)は、 商人としての

厳しい族と生活に耐えてして。と言っても陰湿なし、じめ

はない。番頭善次郎、 丁稚梅吉、 評判の料理人嘉

平とその愛娘真帆ら人情厚い人々に支えられ、 成長す

る姿が描かれている。なんとし、つでも主人和助の懐の

深さに大坂商人の魂を感じる。

松吉は新たな寒天作りを志すが、 その矢先またもや

大火が大坂の町を焼き払い、 真帆は顔半面に火傷を

負う……。銀二貫を巡る話の展開に人情が幾重にも

込められている。「羊糞j誕生の秘話とともに主人公

達カず災難を乗り越える様子に、 思わず拍手喝采を贈り

たくなる。

司がE

<B913.6/TAK>2F文庫・新書コーナー

※3月31日までは、1Fカウンター前の

おすすめコーナーにあります。

図書館からの芯すすめ E盟国

- l:::V.:t7" )VT-tj1/� :邑
I絵本をよむこと: r絵本学J入門』
香曽我部秀幸、鈴木穂波/編・著
<726.5/EHO> 

大人に読み聞かせてもらったり、床に腹ぱいに
なって夢中で読みふけったり。絵本には、誰しも
{可らかの思い出があるのでは?子供時代は当た
り前に手にとっていた絵本を、もっと知るための
入門書。世代を越えて読み継がれる名作から、現
在評価されている作品まで、あの作品になぜ心を
打たれるのかを考えさせられます。最終章には圏
内・圏外のおすすめ絵本100冊を掲載。ブ.ックガ
イドとしてもどうぞ。

-回��I‘
fアヴリルの糸:糸の専門庖j
福井雅巳/箸
く594.3/FUK>

京都上賀茂に本j吉のある糸の専門底「アヴリ
ルj。この本は、アヴリルの設立20閏年を記念し .
て発売されました。アヴリルの糸は、かわいくて面
白くて、とっても表情豊かなことで有名だそうで
す。そんなアヴリルの糸がどんなふうに作られて
いるのか、アヴリルの始まり、お庖のこと、ちょっと
特殊な糸の買い方、アヴリルの糸がつなぐ人々
のことなど、アヴリルのことを堪能できる1冊で
す。

-'/D5f-7園;xps週‘
Iゼロからトースターを作ってみたj
トーマス・トウェイツ/著
く500/THW>

このタイトル、表紙にある奇妙な黄色の物体。も
しやこれが 。そうです。トースターなんです1 r既

製の部品ではなく原材料からH工場などの設備
を使わずに自分の手で」電化製品を作りあげるこ
とは可能力ヴそんな疑問から、イギリスの青年卜ー
マスは、ゼロからトースターを作るという無謀なプ
ロジェク卜を立ち上げます。材料の調達から組み
立てまで全て手作業で!果たして手作りに限界は
あるのでしょうか17

-E歪翠霊蓮aBijUI・h
『浪IJって描く旅』
浦一也/著
く520.4/URA>

著者の浦一也さん日く、「潟阿ことと描くことは次
元が遣う。測ることは定量化、客観化を育み、手
錨きは感性を育む。どちらもデザインの基礎には
欠かせないもので、おろそかにできないjと。測る
ための道具と描くための道具を携えて世界中を
旅しながら、行く先々で描かれたホテルのゲスト
Jレームのスケッチは、それはもう見事です。そんな
浦さんがスケ、ノチの大切さと、その方法を諮ってく
れます。

-・*Iv率重翠蓋盟・・h
I同期生:rりぼんJが生んだ漫画家三人が語る45年j
一条ゆかり、もりたじゅん、弓月光/著
<B726.1/DOU> 

1967年の「第一回りぼん新人漫画賞」の入賞

者、一条ゆかり、もりたじ申ん、弓月光。少女漫画

家としてスタートした三人は、その後それぞれミリ

オンセラ一作家としての地位を築吉、あるいはレ

テ、イースコミックまたは少年誌・青年誌へと活躍

の場を拡大。テ‘ビューから45年の歩みを語る彼

らの言葉から、少女漫画界や漫画家たちの意外

な裏話も垣間見られる一冊。

-・・EZ理言E歪苦言E・・・h
I海外で働く映像クリエーター:ハリウッドを支える日本人J
鍋潤太郎/著
く778.4/NAB>

「海外の『映像業界全般jで実際lこ就労資格を
得て働いている日本人を、有名無名に関わらず、
なるべくたくさん紹介してjいくとのコンセプトのも
とで始まった雑誌の連載を書籍化したもの。ハリ
ウYドで活躍している日本人クリ工ーターが今の
地位を得るまで、どんなに苦労したか、がむしゃら
に努力したかがよ�<分かります。これを読んでま
すます燃えるか、諦めてしまうかはあなた次第。

-・-7 . '草署
『ヘンな日本美術史j
山口晃/箸
く702.1/YAM>

ヲイトルの意味は「へンな日本美術・史jなのか、
それとも「へンな・日本美術史」なのか。古(いにし
え)の人々が愛でた[下手うまJどころか[下手く
そJな絵とは?グークルマップも顔負けの絵画と
は?西洋あるいは中国美術の視点からみると日
本美術のどこが「へンjなのか、後世に名を残し
た偉大な(はずの)先達在、たまにクサしながら解
説してくれる、ちょっと「へンjな美術史の本。

-・・・・��I.;国E理主・・・・邑

rr神使像図鑑J :神使になった動物たちj
福田博通/著
く702.1IFUK>

神社やお寺の境内で治犬以外の鑓身な動物の 関忌m
g即B 崎直t1-・肱・"・i�を見かけることがあります。これらは、f神使(しん

し)Jと呼ばれるf神仏のお使いjで、fっかわしめJ

などと呼ばれることもあるそうです.この本は‘著者

が十数年にわたる、全国500を越える待社仏閣

め々りでlil影した神使動物たちを収録したもの。な

ぜ「神使Jと呼ばれるようになったのか、その白線

も容かれているので、この本を片手に神社やお寺

に出かけてみるのも面白しゅもしれませんね。

絢I.te:.t，，t;匂司，."
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EJ戸宣言言竺
本学の学生を対象に本の某コンペを10日�14日まで開催しました。

本の頁の聞で様々な個性を発揮してくれそうな作品が集まりました。応

募してくれた皆さん、審査に参加してくれた皆さん、ありがとうございま

した! 審査の結果、見事以下の4作品が選ばれました!

「十五五万京弓夜夜肩1
先生方に、テーマか5連想するおすすめの資料を選んでいただき、おすすめコメント

も書いていただくという好評展示企画の第2回目。今回は前回からパージ‘ョンアップ

して、24名の先生方に選んでいただきました!テーマは「クリスマスにプレゼントした

い本やDVDJ。

展示期間は終了しましたが、残念芯が5見に来る乙とが出来なかった皆さん、ご安心

を|出展資料リストとコメントは図書館ホームページにアップする予定ですので是非ご

覧ください。

�町一員一一一位争J一一 一「
優秀賞 11 M4042 水戸口舞さん 健 作

デザインコンセプト

本が好きで読書が楽しいという気持ちを表現し

てみました。

10V0065 中首友美さん

デザインコンセプト

本を読むことで新しい発見

が得られるそんな喜びゃ、

わくわくした気持ちを表現

したいと思い制作しました。

._... 
h ・

Fな-'ffi'R翠畳週E
図書館に関する難問・珍聞に答えて合格点に達したら、図書力一ドがもうえるという

図書館からのクリスマスプレゼント。1日�14日まで実施する予定が、8日には定員

に達してしまい終了となりました。解答用紙の提出受付は先着30名まで!という狭き

門を突破し、合格点に達して見事図書力一ドをゲッ卜された皆さん、おめでとうござい

ました|残念芯がら定員オーバーで参加で、きなかった皆さん、ごめん芯さい。

期間中は、問題用紙を持った学生さん達の姿が館内のあちうとち51こ。答えを教えて

あげたい誘惑と戦いながう、そっと見守っていた図書館職員一同なのでした(笑)。

ちなみに問題はこんな感じです。チャレンジしてみてね!

(解答はp.8編集後記の下に載ってます。)

ぞ 図書館の蔵書を検索するシステムをその英語の略称4文字で何というでしよう?
A. OPAC B. OZOC C. OZAC 包 学生部門 [ 審査員 : 本学の学生l
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09V0073 三島白衣さん

デザインコンセプト

本の虫をイメージしたイラ

ストのしおりです。

図書館では平日17時か5学生アルバイトが名札をつけて返却作業をしています。

その名札のヒモの色は?
A. 赤色 B. 青色 C. 緑色

現在の図書館広報紙の名称は?
A 本の内緒ぱなし B ブ'yクアラカルト C. ビブリオテイク

↑間違っている方も何人かいました(泣)。

重複している資料や改訂版が出版されて不要になった古い資料なと‘の一部

在学習や研究に役立ててもらおうと、本学の学生・教職員に自由にお持ち帰

りいただく図書館からのクリスマスプレゼント第2弾です。初日は開館前から

玄関前に黒山の人だかりが!!芝(。日。;)扉を聞けるや否や芯だれ込んできた

学生さんたちにより、ワゴ‘ンの上の本はあっという聞に消えました。図書館で

眠っていた本達も活躍の場を得て喜んでいることでしょう。
受賞作品は実際に莱として制作・配布する予定です。どうぞお楽しみに!
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新着図書リスト[2012年9月"'J 指@…文庫・新書コ ナーに有ります
@山絵本コ ナーに有ります
。・・・就磁関連図書コーナーに有ります

圃菌汚�"J'1O五;�・��.・E・ 北欧モダンハウス 和田菜穂子/著 <523.389/WAD> 
75 Artist books: the Kaldewey press. New York く022.57/SEV> Bartlelt designs <525.1/BAR> 
Progress in optics く425.04/PRO/57> 空き家・空きビルの福祉転用 く526.361AKI> 
特集・天使!(ローズプラス工クス; Vo1.3) く705/R00/3> 学校建築の諸相 四方利明/著 <526.37/SHI> 
クレヨンブッヲ 米津祐介/著 <725.4/YON> House vision 原研哉. House vis旧n実行委員会/編著 く527/HOU>
ウィム・ヲロウ工Jレ 見果てぬ未来のデザイン ウィム・ヲロウ工JレI [作] く727.087/CRO> みんなの家。 光嶋裕介/著 く527/KOU>
lron Curtain graphics く727.6/IRO> イラストでわかる鉛排水・街生設備の技術中井多喜雄/箸ー改訂版 く528.1/NAK>
1 love Gill Sans (1 love type series ; vol. 5) <727.8/ILO/5> ゼ口からはじめる建築の[インテリアj入門 原口秀昭/著 <529/HAR> 
1 love Franklin Gothic (1 love type series ; vol. 6) <727.8/ILO/6> 
Type matters! Jim Williams/著 く727.8/WIL> -�;r. 'lf1J!'.お?主主塁 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃
Signage design Michelle Galindo/著 く727/GAL> 新背景カヲログ カラー版; 8;繁華街編 く726.1/SHI/8>
紙・布・テクスチャー素材集 く727/KAM>
パりのヴ、ィンテージ素材集 く727/PA円〉 -3むも泌A主ミHl.圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃E

レ卜口印刷の本 手紙社/著 <749.8/TEG> ポチとボクのかんたんパース アーネスト・ノーリング /:箸 く725.2/NOR>
Printl out Christophe Cherixl 著 く749/CHE> 眼と風の記憶 写真をめぐる工セー 鬼海弘雄/著 く740.4/KIK>

pen+ コムテgギャJレ、ノンのすべてo く589之ICOM>
もっとも艶響力を待つ50人のファッションデザイナー ノ工Jレパロモ=ロヴィンスキー/著 く589.2/PAL>
衣服の構成町フラウス ・ワンピース編 小倉文子1 [ほか]著 <593.3/IFU> 
中原淳一子供服の絵本 中原淳一/著 く593.36/NAK>
さをり織り さをりひろば /若 く593.36/SAO>
アパレルと健康 <593.5/APA> 
染めと織り 萩原健太郎/著 く753/HAG>
ten to se円の模様づくり 岡理恵子 /著 <753/0KA> 

建築を彩るテキス空イル く753.3/KEN>
中井貞次作品集 中井貞次/著 <753.3/NAK> 
Inspirations 荷村諜がデザインするインテリアテキスヲイル 南村弾1 :著 く753.3/NAM>
ア ジアのかわいい刺繍 <753.7/ AJI> 
長州敏明の刺繍 長州敏明/著 <753.7/NAG> 
脇阪克二のデザイン 脇阪克二/著 く753.8/WAK>
グスコープドリの伝記 宮沢賢治/作，清)11あさみ / i絵 くB726.5/MIY>G 

Made in Japan : 100 new products Naomi Pollockl 著 く501.8/POL>
醤油鯛 沢田佳久1:著 く501.8/SAW>
柳宗1里 く501β/YAN>
ラジカセのデザインl 松崎順 /著 く547.76/MAT>
朽ちる鉄の美 山本剛史/著 く581/YAM>
日本の「かわいいj図鑑 <589/NIH> 

世界の楽しL、インテリア グレ ス・ポ二一/著 く597/BON>
Package and structure <675.18/PAC> 
てづくり雑貨とたのしい工作 TUESDAYI著 く750/TUE>
日本のかご 小遣典代 /著 く754/0ZA>

世界のペーパーステーショナリ シャ ロット・リ バース /著 く754.9/RIV>
ポ;;7'アップの世界 高橋洋一/著 く754.9/TAK>
地球市民のデザイン FOMSI i編著(コミ斗ニケーションデザイン; 4) <757/FOM/4> 
Tecno : a discreetly technical elegance Giampiero Bosonil著 く758/BOS>
世界の名作椅子ベスト50 <758.087/SEK> 

-li必.a E�耳iiZl・彊培E誼圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃
地形工学入門 今村遼平/著 <511.2/IMA>
コミュニケーションのアーキテヲチャを設計する 藤村龍至.山崎亮/著 <518幽8/FUJ>
まちへのラブレ合一 乾久美子，山崎亮/箸 く518.8/INU>
3.11/After 記憶と再生へのプロセス 饗庭伸1 [ほか]箸 く518.8/SAN>
ソ シャルテ'ザイン アトラス 山崎亮/著 く518.8/YAM>
多摩ニュータウン物語 上野淳.松本真澄/著 く518.83/UEN>
自然循環型環境の設計 く519.8/SHI>

スヲジオ・ムンパイ く520.87/SUT>

デジカメ写真の構図が上手くなる見本帳 石田徳幸1 [ほか]著 く743/DEJ>
イケてるl写真の撮り方 <743/IKE> 

一生使える写真樋影のネ空帖 大和田良/ [ほか]著 <743/ISS> 
写真をもっと魅力的に織るための構図のお手本帖 種清豊1 [ほか] 写真 <743/SHA> 
ヲリ工イ合ーの渡性術 く757/KUR>
映画の前衛とは何か ニコル・7')レネーズ /着 く778.01/BRE>
映像作家100人; 12 <778.21/EIZ/12> 
映画監督になる; '06-'07 泊貴洋/編・著 <778.3/TOM/06> 
デジ女ル ムービー実践ガイドブ‘ァヴ く778.4/DEJ>
演劇vs.映画 想田和弘/著 く778.4/S0U>

新版桃ゑ乃手紙本図蒐 く778.77/MOM> 
いまだから語れる80年代アニメ秘話 オトナアニメ編集部/編著 く778.77/0TO>
シナリオライテインタの黄金則 金子満/著 く901.27/KAN > 

-b事趨�=��1j'g歪!l.圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園
繋ぐ力 生活工芸プ口ジ工クト/著 く589/SEI>
沸騰する日本の現代アート(ジパンク; 2) く702.161JIP /2> 
Róza EI-Hassan in between く702.347/ELH>
Stylus a project く702.53/HAM>
Allan McCollum <702.53/MCC> 
Art and air <702/ ART> 
絶対に「現代的jでなければならない (A目印刷ue; nO.l) く704/ART/l>
知と芸術のレソナンス (Art critique ; n.02). く704/ART/2>
市井展の全貌，戦前編 く706.9/SHI>
ロシア絵画の旅 ポルドミンスキイ /著 く706.9/POR>
小林且典作品集.ひそやかな眼差し 小林且典 /:著 く710.87/KOB>
Sol Lewilt : structures. 1 965-2006 く712.53/LEW>
ジャコモ・バyラ展力?ログ く723.37/BAL>

日本画の描き方 菅田友子1:著 く724.1/SUG>
一刀の無限 木田安彦/著 く733.087/KID>

陶芸実践絵付けアイデア帖.下絵付け編 野田耕一/著 く751/NOD>
Talk to me Paola Antonelli/著 く757/ANT>

-�Zl踊臼E・R・-・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃
ほめられデザイン事典写真レ空ッチ・加工Photoめop 諌山典生I [ほか]著 く007.63/HOM>
Photoshop & Illuslrator artworks designb∞k ingectar-el著 く007.63/ING>
現代アーティスト事典 <702.06/GEN> 
ド口ーインタレyスン ジュリ工y卜・アリスティデス /著 <725/ART> 

デサsイナーのための折りのテクニック ポール・ジャヲソン /箸 く754.9/JAC>
ネンドノカンド 佐藤オオキ/著 <757/SAT> 
カラーユニバーサルデザインの手引き 教育出版CUO事務局/編著 <757.3/KYO> 
自伝でわかる現代アート 暮沢剛巴/着 くB702.8/KUR>Ð 
必勝!ポートフォリオ入門 クリエイティブ業界就職の新基準 く377.9/HIS>$

阻トライやる引ーク報告~中学生がやってきた~

兵庫県下の公立中学校で実施される職場体験週間「トライやる・ウィークJで、11月

12日(月)から16日(金)まで、市立長坂中学校2年生の生徒2名を安け入れました。

やって来たのは利発そうな男子と女子、それぞれ1名計2名。期間中、2人は資料の配

架や装備(本に背ラベゾレを貼ったりカバーをかけたりする)、カウンター業務や展示な

どの仕事を体験し、クリスマスの飾りつけもセンス良く完成させてくれました。終了後感

想を聞くと、2人とも「カウンターが一番楽しかったJとのこと。これも利用者の皆様カf

暖かく見守ってくださったおカ3げです。ご協力ありがとうございました。

園図書館職員の怠すすめ!! I 曾 慨し叩映画」 l ZZ主主くても

『見仏記6 ぶらり旅篇』

DVD 
f大誘拐: Rainbow kidsJ 

岡本喜八/監督・脚本
くA778.21/DAI> 
人生をやり直すために和歌山の山林王

の老婆を誘拐したがー・ー。笑えて、ホッコ
リ、きわやかな大好きな日本映画。

(目指せ、北林谷栄!)

『はてしない物価』
ミヒャ工ル・エンデ/イ乍

く943/END>

『夜のピクニック』
思団陸/箸

く913.6/0ND>
高校生遣がお喋りしながら一晩中歩き
続けるお話。ん?それだけ?いえいえ、甘

酸っぱい青春がてんこ盛りです!(笑)
(M) 

DVD 
rTextJ 

いとうせいこう/著 みうらじゅん/画
くB718/ITO/6>
厳寒の冬の寺に行かずとも脳内見仏が
できて、.仏友.二人のゆる~い会話に

本屋で見つけた1冊の本。その本を読
む内に不思議な世界に主人公自身が

小林賢太郎/脚本・演出
くA779/TEX>
日本語の面白さを存分に味わえる、言葉
を遊び尽くした作品集。

も値されるお得な一冊!鴫呼ありが
たや。

引き込まれ、冒険をするお憶です。
(E) 思いっきり笑って重量後には 。頭を

フル稼動させてご覧下さい。
(W) (u-kol 

DVD 
『転々j

三木聡/監普・脚本
くA778.21/TEN/1-2>
目的地は霞が関。ヨ目l信期限はない不
思議な組み合わせの男2人が東京を

歩<01人よりも誰かと一緒に見
たい映画。

( T釦)

『火車j
宮部みゆき/著くB913.6/MIY>

祉会に出る前に、ぜひ一読を。お金の
怖さに震えあがります。寒くてこたつか
ら出られない日に、じっくりどうぞ。

(CM) 

貸借ラ符号夕刊.�5!.. .. [竺12�10F.l二12円

• • 
1.新背景カタログ:カラー版(シリーズ)く726.1/SHI/*>

2. 草薙:背景画集 (シリス)草薙/函<778.77/KUS/*> 

3.コマ送り動くポーズ集(シリーズ)く701.5/KOM/*>

4.毎日デザイン賞入選作品集(シリーズ)く674.3/MAI/*>

5.スーパーデッサン(シリーズ)く725/TSU/*>

1.DVDウルトラマン(シリズ)<A778.8/URU/*> 

2.コクリコ坂からくA778.77/KOK>

2. もののけ姫<A778.77/MON/l > 

4 .イエスマンくA778.2臼/IES>

4イノセンスくA778.77/INO/l > 

7 



卒業・修了予定者最終返却日

今年度卒業・修了予定の学部4年生・大

学院生が、1月15日(火)以降に借りられ

た図書の返却期限は、2月12日(火)で

す。本学大学院に進学する方も、-.ê2

月12日にご返却くださいo関賞、AV資料

の視聴、図書の複写などは卒業・修了式

までは可首Eで、すので、ご利用ください。

ごま??間中の開館時間

Zfzr明9臼加で札幌
知開館時間の22三ごうす:伺ン マ」確認ください。 ... � 刊

紀要f芸術工学20121公開1

2012年11月30日に、本学紀要f芸術工

学20121を公開しました。

1ipjZ三五訟
は

歳書点検のお知らせ2月28 臼 (木) :1;1 6 3月9 日 {ニ士 j ま で は 綾部明言説ヰ;
短期アルバイト募集

春休みに図書館で青春の汗を流しませんか!?

募集人数・男子3名(体力に自信のある方)

雇用期間・3月1日(金)�7日(木)

[※日曜日を除く6日間1

時 間:10時�17時[※昼休み1時間含む]

給 与・6，000円/日(QUOカードで最終日に支給)

仕事内容:蔵書点検(棚卸し)作業ほ力、

※詳細はホームページでご確認ください。
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開館スケジュール(2013年2月�3月)
※スケジュールは変更する場合があります。最新情報はホームページでご確認ください。

仁コ:9時-19時 .:9時-17時 .:開館日
阿国・・・・・.. .1孟・・・・回・田I
| 日 | 周 |火|水|木 |金|土 |
|I 1 1 1 11 .彊

瞬静覇

i・・・・・・・1:伝聞E・E・-聞
| 自 1 ，Ij 1火|水| 本 | 金| 土 |
|1 1 1 1 .・E・

臨調覇
圃I ILLLJ 

eo@@ 
12月に開催した図書館クリスマスイ

ヘ、ン卜はいかがで、したか?今年は、イ

ベン卜を盛りだくさんにしてみました。

今後も楽しし、イベントを企画できれ

ばと考えています。さて、早いもの

で、また進級、卒業としづ節目がやっ

てきます。長く感じた人も、あっという

問だった人も、心機一転、新しい気

持ちで春を迎えましょう。

4月の開館スケジュール

は未定です。 分かり次第、

図書館ホームページ、 館

内及び学内の掲示でお知

らせします。

4.1-壬.j::(J，tこ月・8 :80 弓準.V:GQ 8VdO.V:�0[写主主l
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