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私の 文房具は深いと思う 本

図書館をもっと

知りたい！ 昭和２５年（１９５０年）に図書館法が公布されたことを記念して制定されました。

そこで、図書館をもっと知ってほしいな企画！！

クイズ「日本で最初に公開された図書館は？」
次の３つのうちから選んでください。

今の「消しゴム」のほとんどは、実

は消し「ゴム」ではない？

ノート、消しゴム、のりなど誰もが

知っている文房具に秘められた物語や

魅力があることを伝える１冊。

何気なく使っている身近な文房具の

奥深さが感じられます。（は）

ご存じでしたか！？

No.1

日本の図書館の歴史は古く、奈良時代末に石上宅嗣（いそのかみのやかつぐ）が旧宅を

寺とし、付設の書庫を公開した「〇亭」がその最古のものとされます。〇亭とは？

①雲亭（うんてい） ②芸亭（うんてい） ③運亭（うんてい）

「〇」とは香草の名で、葉と書物の間にはさんで、虫除けとしました。転じて、書籍や書斎を

意味する語として、多く用いるようになりました。

📖 答えは４面の下にあります！
【参考】

・「年中行事・記念日事典、最新 今日は何の日？」学研辞典編集部／編 学習研究社

・「日本国語大辞典」 日本国語大辞典第二版編集委員会／編 小学館

４月３０日は「図書館記念日」
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鳴尾図書館

北口図書館

中央図書館・北部図書館・鳴尾図書館・北口図書館同時開催

　　　　　　　　　令和２年に日本遺産に認定された『「伊丹諸白」と「灘の生一本」下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と

　　　　　　　　　灘五郷』を紹介するパネルを展示します。

 　　　　　　　　★日本遺産　→　https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/　（文化庁日本遺産ポータルサイト）

○●　4月＆ゴールデンウィーク図書館カレンダー　●○

○●　4月＆ゴールデンウィーク図書館展示・ブックフェア　●○

　　　　　　・正しいごみの出し方　～ 分別のススメ ～ 　＜５／５（水・祝）まで＞

　　  　　　　　　 多くの映画やドラマの撮影場所となった西宮。様々な作品の原作本を紹介します。

　　　　　　・仕事のヒント　～　働くあなたを応援します　～　＜５／５（水・祝）まで＞

　　　　　　・みんなのすきな本おしえて　＜４／２（金）～５／５（水・祝）＞

　　　　　　　　　 みんなのお気に入りの本を用紙に記入してもらい、図書館壁面に展示します。　

　　　　　　・西宮の日本遺産　～ 下り酒と樽廻船を知る ～　＜５／５（水・祝）まで＞

　　　　　　・鉄道関係資料展　＜４／２１（水）～５／５（水・祝）＞

　　　　　　・ 撮影場所になった西宮　＜４／２（金）～＞

　　　　　　・自転車を楽しむ　～ ルールを守って安全に ～　＜４／３（土）～５／５（水・祝）＞

中央図書館

北部図書館　

◎詳細は開催館にお問い合わせください。各館連絡先は４面に掲載しています。
◎図書館ホームページにも詳細を掲載しています。https://tosho.nihi.or.jp/

《開館時間》

中央図書館・鳴尾図書館
火～金：9:30～19:00 土日祝：9:30～18:00

北部図書館 9:30～18:00

北口図書館 火～金：9:00～20:00 土日祝：9:00～18:00

山口分室 10:00～17:00

は休館日 は祝日開館日

《開室時間》 10:00～17:00

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 5/1

5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8

　　中央・北部・鳴尾・北口図書館
　　山口分室

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 5/1

5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8

　　　　越木岩・段上・上ケ原
　　　　甲東園・高須・若竹分室
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中
央

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

○●４月のおはなし会カレンダー　●○

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

北口：♪11:00と11:30

北部：♪11:00

北部：★11:00 鳴尾:♪11:00 中央：♥15:30 山口：★15:30 北口：♪11:00と11:30

鳴尾：♪11:30 中央：♪11:00

北部：★11:00 中央：♥15:30 北口：♪11:00と11:30

中央：♥15:30

北部：★11:00 鳴尾：★16:00 北口：♪11:00と11:30

北部：★11:00 鳴尾:♪11:00 中央：♥15:30 北口：♪11:00と11:30

◎上映会は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面の間中止します。

【対象年齢】 ♪=０～２歳児と保護者 ♥=幼児

★=幼児～小学生

おはなし会ご参加の皆さんへ
・感染防止対策のため、定員を減らしています。

・マスク着用、体温測定、参加受付票の記入をお願いします。

（体温が３７．５度以上の方は参加できません）

・できるだけ保護者同伴でお越しください。

・兵庫県に「緊急事態宣言」が発令された場合は開催を中止します。

令和３年度（２０２１年度）

定期購入新聞・雑誌の変更

このたび、利用状況などを踏まえ、全館・全分室の新聞と雑誌の所蔵を

４月より変更します。ご理解いただきますようお願いいたします。

・所蔵する図書館・分室を変更します。

【スポーツ新聞】

【購入を中止する主な雑誌】

・４月１日以降に発売される号から購入を中止します。詳しくはカウンターでお尋ねください。

　ジャズライフ（中央図書館所蔵） 　ビデオサロン（北口図書館所蔵）

　ＨＥＲＳ（鳴尾図書館所蔵） 　Ｖジャンプ（北部図書館所蔵）

　ハウジング（北部図書館所蔵） 　邦楽の友（中央図書館所蔵）

ＭＥＮ’Ｓ　ＮＯＮ－ＮＯ
（鳴尾図書館所蔵）

新聞名 令和２年度

　ニッカンスポーツ 　中央図書館・山口分室

　デイリースポーツ 　中央図書館・北部図書館・鳴尾図書館・高須分室

　スポーツニッポン 　鳴尾図書館・甲東園分室

　サンケイスポーツ 　北口図書館

令和３年度

　中央図書館・山口分室

　北部図書館・鳴尾図書館・高須分室

　北口図書館・甲東園分室

　なし

お知らせ
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各館・各分室　問合せ先

『基礎から学ぶ！筋力トレーニング 令和版』
有賀誠司/著 ベースボール・マガジン社

『戦国の図書館』
新藤透／著 東京堂出版

中央図書館 ０７９８－３３－０１８９

北部図書館 ０７９７－６１－１７０６

鳴尾図書館 ０７９８－４５－５００３

北口図書館 ０７９８－６９－３１５１

越木岩分室 ０７９８－７３－７３４１

段上分室 ０７９８－５３－０９３２

上ケ原分室 ０７９８－７２－７３８８

甲東園分室 ０７９８－５４－３６００

高須分室 ０７９８－４９－１７７７

山口分室 ０７８－９０４－３９６１

若竹分室 ０７９８－６７－５５０５

『買い物難民対策で田舎を残す 岩波ブックレットNo.1033』

「買い物難民」とは、物流ネットワークや交通手段が衰退したため、食

料品等の日常の買い物が困難な状況におかれている人々を指し、全国に約

７００万人いると推計されています。田舎だけでなく都会であっても、近

所のスーパーなどがなくなれば身近に起こり得る問題です。

移動スーパー事業の先駆者である著者は、地域で膨大なリサーチを重ね、

柔軟な発想でこの問題の解決への糸口を探っています。共に未来を考えた

い1冊です。（わ）

健康的なステイホームのために、トレーニングを始める人が多いそう

です。

本書は、トレーニング初心者からスポーツ選手まで、幅広く使える筋

力トレーニングの教科書です。

そもそも筋肉とは何なのかという話から、目的別のトレーニング計画

の立て方、体の部位別のトレーニング方法などが、オールカラーで分か

りやすく解説されています。

さあ、本書で正しい筋力トレーニングをしましょう！（も）

戦国時代はそれまで京都に集中していた文化が、戦により地方へと広が

り独自に進化した画期的な時代で、文化と共に書籍も天皇・公家から武士

へと広がりました。戦や政治の合間に書籍を集め、自らの邸内に殿中文庫

を作り、本の貸し借り業をしていた武士もいたようです。それはさながら

図書館のような役割や機能を持つものでした。

著者は歴史学者であり、図書館学研究者でもあり、その専門的かつユ

ニークな視点は、本の楽しさを現代を生きる私たちに教えてくれます。

村上稔／著 岩波書店

1面の答え・・・②芸亭（うんてい）

「芸」（うん）とは芸香（うんこう）と呼ばれる香草を指し、「藝」（げい）の略字としての「芸」とは別字です。

（お）
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