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忘却の整理学/外山滋比古著

イライラのしずめ方 : 人生をかき乱す「外化の心理」からの脱出/加藤諦三著

池上彰の君たちと考えるこれからのこと/池上彰著

生の短さについて : 他二篇（岩波文庫；青(33)-607-1）/セネカ著、大西英文訳

むらさきのスカートの女/今村夏子著

昭和まで生きた「最後のお殿様」浅野長勳/江宮隆之著

キケン/有川浩著

てぶくろ : ウクライナ民話/エウゲーニー・M・ラチョフえ/うちだりさこやく

くれよんのくろくん/なかやみわさくえ
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159/Ka 86 

304/I 33 
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913.6/E 53 

913.6/A 71 

726.5/R 11

726.5/N 44

2020.2.13調べ

所  在 請求記号タイトル / 著者

1冊の本が旅や行動のきっかけになったという経
験はありますか？
自分の知らない場所でも、文字の情報として読む
ことで行った気分になることがありますが、実際
に行き、感じてみるというのも読書の楽しみ方の
ひとつ。
私も最近、古本市で出会った本がきっかけで旅を
しました。芸術家 岡本太郎の情熱が文字から伝
わってくるような本で、読み終えた後、彼の作品が
見たくなり大阪にある『太陽の塔』へ。想像よりも
小さかったこと、見る角度によって印象が変わるこ
となど自分の感覚で知ることができました。
読書には、頭の中だけ
でなく現実の世界でも
自分をより遠くに運ん
でくれる力があるのか
もしれません。皆さん
も魅力的な本に出会っ
たら、一歩外へ出てみ
てくださいね。

発行・編集：広島修道大学図書館 発行日：2020年4月1日

〒731-3195 広島市安佐南区大塚東一丁目1-1
TEL：082-830-1112 　FAX：082-830-1964
URL：https://library.shudo-u.ac.jp/　ホームページのURLが変わりました
E-mail：tosho@js.shudo-u.ac.jp

ここから
図書館の

ホームページへ
アクセス
できます

表紙モデル：健康科学部 3年 加藤 あかり、健康科学部 3年 酒本 恋帆、
　　　　　　経済科学部 3年 久保田 柾

次号は

です

次号は
2020年
10月1日
発行予定です

「旅する読書」 編集後記

（重乘）
しげのり

授業期　　
8:45～ 20:30
10:00～ 16:00
10:00～ 16:00

休暇時　　
9:15～ 16:30
休　館　　
休　館　　

平　日
土曜日
日曜日

図書館（２階・３階）開館時間

ShudoLibrary
フェイスブック継続中！

2020年の春がやってきました ！ 第9号は「夢の
叶え方」にまつわる記事を各所に散りばめていま
す。夢を叶えるためのヒントは見つかりましたか？
私は「未見の我」とういう言葉が好きです。「未
見の我」とは未だ出会ったことのない自分、さま
ざまな経験を越えて成長した新しい自分のこと。
夢を叶えるためには新たな自分を信じる力が必要
です。みなさんはどんな自分に出会いたいですか。
この春、出会いのきっかけを図書館で見つけても
らえると嬉しいです。
今号も多くの方に個性豊かな写真や執筆につい
てご協力いただきました。編集スタッフは毎回新
鮮な視点をいただいています。ありがとうございま
した。次号もご期待ください。

ひらい
（文・写真：平井） 横から見た太陽の塔

2階展示コーナー

2階ミニ展示コーナー

2階絵本コーナー

2階貸出機横展示コーナー
（ピア・サポーター展示コーナー）

2019年度 所在別 貸出No.1

あなたと図書館をつなぐ情報誌

BOOKMARK
2020/4/1 TAKE FREE［ブックマーク］

第 9 号



ポイント

Let’s
Challenge!

本学にどんな資料があり、どこにあるかを調べるための資料検索システム。
図書館内の専用PC、図書館HP、またはスマートフォンからアクセスできます。

現在借りている資料の
返却期限の確認や
貸出期間の延長などが
できる便利なシステム。
図書館HPまたは、
OPACからログイン！
図書の予約もココから
できます。

ある特定のテーマ（主題）に
関する資料や情報を収集
する手順を1枚にまとめた
便利なツール。
2階【本学教職員新刊
コーナー】横に設置している
他、図書館HPからも
見られます！

必要な資料が学内にない

場合、それを所蔵している

他大学図書館等に複写・

貸出の依頼をすることがで

きるサービス。

（費用は利用者負担）

お申し込みはレファレンス

コーナーで！

新入生のみなさん　広島修道大学図書館へようこそ！
この図書館には約89万冊の資料が所蔵されています。
知識の森である【図書館】を活用する第一歩として、
OPACを使って自分が読みたい図書を探してみませんか♪

OPACを使って
図書を探してみよう！

特集 1

Step

1

Step

2

図書の探し方
初級編

OPAC（オーパック）とは …

【所在】資料が置いてある場所 【貸出中】の表示がある場合は
　　　　　利用不可

【請求記号】資料が【所在】のどこに並んでいるかを
　　　　　　さらに詳しく知るための記号

特定の図書を探す場合は書名から。
読みたい図書が決まっていない時は、
気になるキーワードや著者名から検索してみてね！

Step

3

①はじめに【所在】の場所を館内MAPで確認
②【所在】の場所へ行き、【請求記号】順に並んだ本棚の図書の中から、
　同じ【請求記号】の背ラベルを探し、書名、著者などで同一の図書を見つける

資料の探し方、情報の集め方が
わからない…そんな時は、

2階カウンター

論文検索や
データベースの使い方etc…
レポート・論文作成を
サポートします！

論文検索や
データベースの使い方etc…
レポート・論文作成を
サポートします！

覚えておくと便利なキーワード！

My Library パスファインダー
ILL（図書館間相互利用）サービス

OPAC って何？

OPAC を使って図書の検索をしてみよう！

本棚から図書を探してみよう！

レファレンスコーナーへ！

もっと詳しく知りたい方は、
レポート・論文作成のための

図書館利用ガイド
【QUEST（クエスト）】を

見てね！

…分類記号
…著者記号

943

E 59

請求記号

Step

3
所在、請求記号、書名、

著者などをメモして へGO！

貸出中の場合のみ 予約 ボタンが表示され、

クリックをすると【My Library】から

予約が可能。予約が複数ある場合は、

予約人数が表示される

02 03

今号ではみなさんの「夢を叶えるための1冊」を紹介します 次頁から、見開き左下に書名・著者名・請求記号、右下に編集担当者のコメントを掲載豆知識



図書館ピア・ サポーター 活動の紹介

おすすめ本展示

広報誌
「Library Peer Times」編集

折り紙しおり作成

特 集 2

Ｑ.図書館ピア・サポーターって？
図書館ピア・サポーター（通称：図書館ピア）は図書館利用
者のサポートをする学生スタッフです。赤いストラップの名札が
目印です！

第9回大学図書館学生協働交流シンポジウム
2019 年 9月5日・6日の 2日間、島根大学松江キャンパスで
開催された第 9 回大学図書館学生協働交流シンポジウムに
参加しました。

第59回修大祭
2019 年 11月3日に行われた修大祭にて、ポスターやグッズなどを
展示し活動を紹介しました。

2019年度図書館ピア・サポーター成果報告会
2019 年 12月20日、今年で3 回目となる図書館ピア成果報告会を
開催しました。

Ｑ.どこにいるの？
授業期の平日10:00から16:30まで3階サブカウンター、
2階カウンター、M2階ラーニング・コモンズにいます。

“図書館の魅力を伝えたい！”
と、学生ならではの目線で、
アイディアあふれる企画・
活動となっています。
図書館ピアのインスタグラム
や図書館HPをこの機会に是非
チェックしてみてくださいね。

Ｑ.どんな活動をしているの？
主にフロアサポートとピア・プロジェクトの二つの活動を行って
います。

・フロアサポートって？
資料検索補助、PC 利用補助、書庫利用案内、コピー機や
プリンターの用紙補充、館内巡回など利用者に快適に利用して
いただける活動に取り組んでいます。

・ピア・プロジェクトって？
より良い図書館づくりのため、各係に分かれて行うグループ活動
です。2019年度は、イベント係、グッズ係、広報係、展示係の
四つに分かれて活動しました。

感想を教えて！

本学図書館ピア3名と参加
しました。 より良い図書館に
するために何ができるかについて
学生協働に関わる方々と
対話を重ね、考える貴重な
機会になりました。

国際コミュニティ学部3年  坂原 彩香さん
さかはら あやか

活動について学外の方にも

知ってもらう為のアイデアとして、

図書館ピアが実施した

イベントが一目で分かるように

写真を沢山掲載しました。

感想を教えて！

活動を振り返り、人に

わかりやすく伝えることは

大変でしたが、沢山の

ものを得られました。 無事

実施できて、とても幸せです。

図書館ピアのインスタグラム
＠shudolpeer

何かお困りのことがあれば、
気軽に声をかけてください。

ピア・プロジェクトの活動の一部

図書館職員

迫園 いつみさん
さこぞの

健康科学部4年

岡田 郷さん
おか だ　ごう

健康科学部4年

角田 かのんさん
つの だ

感想を教えて！04 05

夢を叶えるために必要なことは「勇気」と「決断」！小さな一歩も大切にしたいですね『「勇気」の科学 : 一歩踏み出すための集中講義』  ロバート・ビスワス=ディーナー 141.8/B 47
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A1

A2

A3

A4

商学部 4年
あい、みゆ
授業の合間にDVDを観に来ました。
いつもありがとうございます。

A1

A2

A3

A4

健康科学部 3年・経済科学部 3年・健康科学部 3年
れんれん、まさき、ぼー
フリーパソコンでレポートの作成
どんどん新しい映画が見たいです。

A1

A2

A3

A4

経済科学部 4年
はらでぃー
公務員試験の勉強
勉強に集中できます。

A1

A2

A3

A4

健康科学部 3年
なっちん、しまお、さやちん
フリーパソコンでレポートの作成
カラー印刷もできて（M2階）、レポート作成に役立っています。

A1

A2

A3

A4

人文学部 3年
かすみちゃん
図書館ピア・サポーターとして活動中です。
わからないことがあれば、気軽に声をかけて下さい。

A1

A2

A3

A4

法学部 4年
しゅうへー、こーき、トモヤ
ゼミ発表の事前打ち合わせ
先輩との思い出がつまった場所です。

A1

A2

A3

A4

国際コミュニティ学部 2年
りか
レポート課題をしに来ました。
居心地がとても良いです。

A1

A2

A3

A4

商学部 4年
たすく
読みたい本を探しに
勉強に役立つ本がたくさんあるのでよく利用しています。

A1

A2

A3

A4

人間環境学部 3年 ・人文学部 3年
ほの、きっぺい
課題の新聞を探しに
新入生もたくさん図書館を利用してね。

A1

A2

A3

A4

教学センター教務第 3 課
辻さん
借りていた本を返却に来ました。
読書はスマホ等にはない楽しさや新しい発見がありますね。

撮影にご協力いただきました
利用者の皆さん、

ありがとうございました。
次回はあなたに突撃インタビュー♪

06 07

好き！ を見つけて追いかける。 いろんな人にヒントをもらって夢をつかもう『働く人の夢 :  33人のしごと、夢、きっかけ』  日本ドリームプロジェクト　366.29/N 71
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大学 生が
読む べき

おすすめ本
～夢のつかみ方～

法学部

田坂 晶 先生

今号では学生の みなさんへ、
各学部の教員が おすすめする

   夢を叶えるた めの 1 冊を
  紹介し ます。

『人はなぜだまされるのか
  ：進化心理学が解き明かす「心」の不思議』
石川幹人著 / 講談社
所在：3 階新書・文庫
請求記号：080/KB ブルーバックス;B-1732

『東大教師が新入生に
   すすめる本』
東京大学出版会『UP』編集部編 / 東京大学出版会
所在：3 階一般図書
請求記号：019/To 46

『パラリンピックの楽しみ方
  ：ルールから知られざる歴史まで』

藤田紀昭著 / 小学館
所在：3 階一般図書
請求記号：780.69/F 67

人文学部

平田 香奈子 先生

商学部

中園 宏幸 先生

国際コミュニティ学部

吉田 ますみ 先生

経済科学部

迫  一光 先生

人間環境学部

宮川 卓也 先生

健康科学部

蓑﨑 浩史 先生

「夢をつかむ本」を読めば、夢をつかめると思いますか？
安易な言説を人々はなぜ信じるのでしょうか。近道など
ありませんよ。

世の中にはこんなにも知らない世界と学知があるのか、
と興奮した一冊。可能性に満ちた皆さんに是非手に
とっていただきたいです。

『教誨師』
堀川惠子著 / 講談社
所在：3 階一般図書
請求記号：326.53/H 89

『彼の生きかた』

『アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない
  恥辱のあまり崩れ落ちたのだ』

遠藤周作著 / 新潮社 
所在：3 階一般図書
請求記号：913.6/E 59

『行動を起こし、持続する力
  ：モチベーションの心理学』

外山美樹著 / 新曜社
所在：3 階一般図書
請求記号：141.72/To 79

モフセン・マフマルバフ著；
武井みゆき、渡辺良子訳/
現代企画室
所在：3階一般図書
請求記号：302.26/Ma 33

「罪」とは何か、いかに罪は償いうるか。
刑罰、特に死刑制度はどうあるべきなのか。 
本書を読んで一度考えてみてください。

人生を形作ってくれた小説です。今も迷う
事がある度に読み返します。人生を変える
1冊を見つけられる助けになればと思います。

「やる気」を高めて「行動する」ための
心のメカニズムを科学する一冊。
夢をつかむためのスイッチを入れる
ヒントが見つかるかも！

世界は私たちの知らないこと、しかし
知っておくべきことに満ちている。
知ることで世界は変えられる。
世界に目を向けてみよう。

2020年、オリンピック・パラリンピックイヤーを
迎えました。アスリートたちの夢に、ともに熱く
なりましょう！！

なか ぞの 　ひろ ゆき
よし　だ

ひら　た　　 か 　 な 　 こ

さこ　　かず  みつ

みや がわ　 たく　や

みの  さき　  こう　じ

た　 さか　 あき

08 09

「このままでいいのかな？」と立ち止まった時、一歩前に行ける1冊です！『夢をかなえるゾウ』  水野敬也　913.6/Mi 96
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広島県・広島市等が実施する「浅野氏広島城入城400年記念事業」の一環と
して、図書館で展示と講演会を行いました。
展示では、7代広島藩主浅野重晟の親筆木主「至聖先師孔子神位」や江戸時
代の掛軸等、通常見ることができない貴重な資料を公開しました。
講演会では、広島藩藩校から現在の修道学園に至るまでの歴史と背景を、わかり
やすくお話しいただきました。

英語リーダーズは、物語を読んで楽しく学習できる英語教材です。
興味のあるジャンルの図書を選んでもらえるよう、おすすめ本の展示を始めました。

「英語多読マラソン」の参加者が選んだおすすめ本を展示しています。

BOOKHUNTINGとは、学生や教職員の皆さんに図書館に置いてほしいと思う
図書を選んでいただくイベントです。2019年9月30日～10月4日に、図書館
M2階エントランスホールで開催しました。参加者からのアンケートでは、「自分
が今まで興味が無かったものもおもしろそうに思えた」「実際に入ったら図書館を
利用したいと思った」などの感想をいただきました。

講演会「浅野氏と修道
　―藩校の精神はどのように継承されたのか―」

展示「広島藩藩校ゆかりの
人 と々書物」

BOOKHUNTINGで選ばれた図書は850冊！ 2019年11月30日から
2020年3月27日まで2階展示コーナーに展示されました。
コラボ企画としてグッズプレゼントキャンペーンを実施しました。

英語リーダーズおすすめ本展示  スタート！英語リーダーズおすすめ本展示  スタート！ 学内 BOOKHUNTING 2019学内 BOOKHUNTING 2019

BOOKHUNTING 展示とコラボ企画BOOKHUNTING 展示とコラボ企画

浅野氏広島城入城400年関連事業浅野氏広島城入城400年関連事業

講師：畠 眞實（はた まこと）氏

参加者くじ引きキャンペーン

実際に読んだ
人が書いた

紹介コメントがあって
　面白そう！

読みやすさのレベルが
色分けで示されて

います。

自分の好きな
ジャンルの

図書が選べるから
長続きしそう♪

EASY

DIFFICULT

レベル別シールが
貼ってあります。

自分に合ったレベルの本から
読み始めることがコツ！

自分のレベルに合った図書を探してみよう

『おすすめ本展示』を見てみよう

参加者が本の内容を
イメージしてつけた

「＃衝撃の展開」など
のタグごとに分けて
展示しています。
紹介コメントが添えて
あるので図書を選ぶ
時の参考にして
くださいね。

期間：2019年10月9日～11月7日
場所：図書館M2階展示ギャラリー

期日：2019年10月26日
場所：図書館M2階ライブラリーホール
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「図書館とコンピュータ」と聞いて何を
思い浮かべるだろうか？ 知識の宝庫？
場所と設備？ ここでは「図書館とコン
ピュータの類似性」を取り上げながら、
図書館を利用することで体感できる
コンピュータの仕組みについて見て
いきたい。まず図書館に初めて行くとき、
注意することは何だろうか？ 場所や
利用できる時間帯も当然気になるが、
実際に図書館を訪れたときに自由に
入れるかどうかも気になるだろう。図書
館を訪れたときに自由に入れるのか、
それとも利用者として登録している者
のみが入れるのか。これは正規の利用者
かどうかを判断するユーザ認証の仕組み
であり、コンピュータのログイン操作や
スマートフォンの顔認証などと同じ機能
にあたる。図書館の場合は図書カード
などが物理的な鍵となり、コンピュータ
の場合はユーザ名とパスワードが知識的
な鍵となっている。両者ともに、正しい鍵
を持っているものが正規の利用者だと
認められて、その利用者に許された

範囲のサービスを受けることができる。
次に、図書館に入るとまず目に入ってくる
ものに、人気の書籍や最新の雑誌、今日
の日付の新聞などがあるかもしれない。
これらは利用者の多くが見たいと思って
いるもの、つまり利用者が頻繁に手に
取る可能性が高いものである。コン
ピュータで言い換えると、頻繁にアクセス
する可能性の高いデータにあたる。こう
いった頻繁にアクセスされるデータを
利用者の近くに配置する方式をコン
ピュータではキャッシュと呼んでいる。
もし図書館の奥に必要性の高い書籍
や雑誌などを置いてしまった場合、
見つけられなかったり、見つけるまでに
時間がかかってしまったり、奥のスペースが
利用者で混雑してしまうかもしれない。
そんな現実世界では当たり前の心遣い
をコンピュータで実現しているものが
キャッシュである。キャッシュは、計算を
行う中央演算装置の中やデータを保存
して管理するデータベースのシステムの
中、Webサイトを閲覧するWebブラウザの

中、画面を表示するディスプレイ機能の
中などコンピュータ内のいたるところで
手をかえ品をかえ利用されている。なお、
Webブラウザでのキャッシュはクッキーと
呼ばれているように、同じ機能でも名前が
異なることも多い。次に目にするものは
書籍が並んだ書架であろうか。書架の
大きさや数は、利用者に提示できる
書籍の量であり、データを記録できる
コンピュータの記憶容量にあたることは
想像に難くない。図書館で利用者が
閲覧できる書籍を増やすには、図書館
内の書架の大きさや数、書架を設置する
部屋を増やせばよい。同じことがコン
ピュータの記憶装置にも言える。記憶
容量の大きい記憶装置は、記憶容量
の小さいものよりも中にたくさんの数の
電子部品が埋め込まれている。図書
館のフロアが2階、3階と増えるように、
電子部品の基盤も2枚、3枚と増えて
いくのである。書架から書籍を見つけ
たら閲覧用の机で書籍を見る人もいる
だろう。この机はコンピュータのメモリ

にあたる。閲覧用の机の面積が広い
ほど一度に閲覧できる書籍が増えたり、
大判の書籍も自由に置けたり、他の
作業も同時にたくさんできるようになる。
コンピュータでもメモリが大きいほど、
一度に多くの作業が実行できたり、
不安定な作業が安定化したり、遅い
作業が高速化したりできるようになる。
書籍を借りたい場合、所定の様式の
書類を書き正規の手続きをして借りて
いく。この所定の様式はデータを記録
するコンピュータのデータフォーマットに
あたるし、正規の続きはコンピュータ
ネットワークの通信規約であるプロトコル
にあたるだろう。このように、図書館の
構造や仕組みはコンピュータのそれらと
似ている部分も多い。あなたが次に
図書館を訪れたときには、映画「ミクロ
キッズ」（1989年公開）の子供たちの
ように、コンピュータの中を探索する
小さな人間のつもりで図書館内を歩いて
みると、いつもと違った風景が見えて
くるかもしれない。

出木原 裕順

経済科学部
で　 き  はら　ひろ ゆき

教
員
エ
ッ
セ
イ

図書館とコンピュータ

Essay
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自分を「地球・大自然」の一部と捉えれば、どんな夢でも壮大な世界につながっていきます『長い旅の途上』　星野道夫　295.39/H 92　



いうことを学んだ。実際、子どもは生まれて
この数年で自我が芽生え、自分の意思を
言葉で伝えられるまでに成長している。
振り返ると、私は彼らの目線で考えること、
手を止めて話を聴くこと、そして言葉の
意味がわかるように伝えることができて
いなかった。まだまだ日々奮闘中では
あるが、ここ図書館にはそんな私を
助けてくれる先人たちの貴重な知恵が
たくさんある。これらは、自分を振り返る
機会を何度も与えてくれた。答えが
見つからない時は今でも図書から知恵を
お借りしている。今この時期に、ここで
働くことができてありがたい。
時間の経過とともに、借りる図書が変化

したことから、この図書館に私を見て
いただいているようで、不思議なご縁を
感じている。私も共に成長できるよう、
これからも一利用者として、たくさんの
宝物に出会えることを楽しみにしている。
今日も次々に新着図書が配架されて
いく。命を宿した図書館であり続ける
ために、図書課の一員として力になれる
よう努めたい。

職
員
エ
ッ
セ
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もう十数年前になるが、当時の私は、
授業の課題や卒業論文執筆のために、
この図書館を利用していた一学生で
あった。
幸運にも、図書館の建物が建て
替わった時期に在学していた。新しい
図書館に初めて訪れたときは、光が
たくさん入る開放的で明るい空間という
印象であった。当時、カフェ好きだった
こともあって、建物内にカフェが入って
いることは私にとって朗報であった。
当時の私のお気に入りの場所は、

3階研究個室の並びにある一番端の
机だ。人があまり通らない静かな場所
なので授業の課題に集中できる。
レポート課題が出た際は、サークルが
始まるまでの時間にこの場所をよく
利用していた。どちらかというと、課題の
ために図書館を利用していた方であった
ので、当時の私が図書館で働く姿を
想像したことはなかった。
母校に就職し、あれから十数年たった
今、図書課に配属となり、私のお気に
入りの場所は 2階絵本コーナーへと

変わった。在学中にはなかった絵本
コーナー。絵本の所蔵は約1,200冊で
ある。今の私の楽しみは、ひと月に
数回、二人の子に絵本を選ぶことだ。
絵本選びの基準は、その時々で子ども
たちの興味のあるものが表紙に載って
いるかどうか。寝る前の絵本の時間は、
私が一番癒される時間だ。二人が選ぶ
「これ、読んで」の本の中に私が借りて
きた本があるとうれしく思う。表紙を
見て、次に中をぱらぱらとめくる程度で
借りているので、詳細は知らずに一緒に
楽しんでいる。中には表紙からは想像
もつかないような思いもよらない展開の
お話で、寝る前なのに、三人で笑い
転げて眠りにつくのが遅くなる日もあった。
また一時期は毎晩同じ本を持ってきて、
延長を繰り返したので該当の絵本を
購入した。今でもたまに、その絵本を
選んで持ってくることがある。最近は
ひらがなを指さしてクイズが始まったり、
主人公以外の周りの様子に注目して、
この子たちは何をしているのかなと
色々な想像が膨らんだりして親子の

会話が弾むこともあった。ここ図書館
にある絵本たちは私に幸せな時間を
与えてくれた。
子育て期は楽しいエピソードばかり

ではない。図書課に異動してこの1年の
間、私は初めて子の反抗期に遭遇した。
子の成長でもあるので喜ばしいことで
はあるが、一方で、その対応に自分の
未熟さを痛感し、悩むことも多かった。
母親としての成長が追いついていない。
何とか自分を変えられないかと思い、
子育てに関する図書が配架されている
書棚へ行き、数回にわたり複数冊借りて
帰った。早朝の静かな時間に、これまでの
人生で感じたことのない、一冊一冊の
図書の重みを知った。ある図書からは、
執筆者の方が、目の前で親身に語り
かけてくれたり、時には私を叱ってくれて
いるようにも感じられた。こんなにも
ありがたいものがあるとはと心を動かさ
れた。子どもの行動には一つ一つ意味や
考え、またそれぞれに理由があると
いうこと、自分の伝え方次第でいかに
スムーズに意思疎通ができるのかと

図書館にある宝物との出会い

迫園 いつみ

図書課
さこ ぞの

Essay
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目指す夢があってもいやなことはある。そんな時はこの絵本で初心に。そして再び夢へと『いやだいやだ いやだいやだの絵本3』  せなけいこ  726.5/Se 57 




