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8月23日（日）10：00～15：00 １階ロビー、第2研修室他

メダカのコタロー劇団が来る！昆虫とも出会える！移動博物館車ゆめはくも！図書館
で楽しい1日を過ごせるよ！なお、メダカのコタロー劇団の子どもの絵本劇場をご覧
いただくには事前申込みが必要です。申込み方法等の詳細は後日、当館のホームペー
ジやチラシでお知らせします。お楽しみに！

昨年好評であった夏祭り。多くの方

に参加いただきました。もちろん、今

年もやりますよ！

今年はメダカのコタロー劇団による

子どもの絵本劇場がやって来ます。楽

しい絵と声優の素晴らしいパフォーマ

ンスに思わず釘付けになること間違い

なし！また、人と自然の博物館の移動

博物館車「ゆめはく」やヘラクレスオ

オカブトもやって来ます。思わず心が

躍りますね。さぁ、みんなで県立図書

館へ！
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展示
東京オリンピック・パラリンピック

鉄人28号VS鉄腕アトム

麒麟がくる ～ 明智光秀と丹波 ～

明石高専建築学科50期生卒業研究展「まばたき」

新聞書評コーナー

Cominng Soon！
● 大閲覧室 8/21～11/18 おかえり「はやぶさ２」

8/21～10/14 環境問題を考えよう

● 親子読書室 9/18～12/16 赤羽末吉生誕110年

● 閲覧室２ 8/21～11/18 ひきこもり問題を考える

● ふるさとひょうご情報室
7/17～ 9/16 嘉納治五郎生誕160年
9/18～12/16 ひょうごゆかりの武将（南北朝時代）

講座・イベントおよび展示の詳細については当館ホームページで
順次公開します。お楽しみに！

講座・イベント一覧

7月ー10月 参加無料！

ひょうごの宝！コウノトリ

●13:30～15:00（受付13:00～）
●兵庫県の県鳥であるコウノトリ。
県立コウノトリの郷公園からコウノ
トリのはく製などの展示資料やっ
てきます。

●対象：どなたでも

法律講座

●13:30～15:00（受付13:00～）

●弁護士さんから直接お話を伺います。
今回はインターネットトラブルに
ついてです。

●対象：どなたでも

茶室の起こし絵を作りましょう

●13:30～15:00（受付13:00～）
●夏休みの自由工作にピッタリ！
家族で思い出作りにもなること間違
いなし。

●対象：お子様とそのご家族

絵本の読み聞かせ

●13:30～15:00（受付13:00～）
●絵本の読み聞かせについて、本の選
び方や話し方を紹介します。
●対象：どなたでも

和綴じノート作り

●13:30～15:00（受付13:00～）

●昔ながらの和綴じに取組みます。
本の仕組みも分かります。

●対象：どなたでも

連続歴史講座
(天保の改革～江戸幕府滅亡)

●10:30～12:00（受付10:00～）

●昨年も好評であった連続歴史講座。
今年も藤井先生から人物裏話が聞
けます。詳細な資料は今年も健在
です。

●対象：どなたでも

明石城石垣めぐり

●13：30～15:00（受付13:00～）

●明石城の石垣を専門家とともに
めぐります。石垣に秘められた先
人たちの想いを探ります。

●対象：どなたでも

大閲覧室 ～11/18

1964年当時、兵庫県庁前での聖火
リレーの祭典で使用した聖火台や
北京オリンピックに出場した「な
でしこジャパン」の全選手のサイ
ンなどの貴重な物品とともに来年
に向けて盛り上げます！

大閲覧室 ～8/20

「鉄人28号」の作者横山光輝さん
は神戸出身、「鉄腕アトム」の作
者手塚治虫さんは宝塚出身です。
今回は当時販売されていたおも
ちゃも用意。懐かしさがこみ上げ
ます。

ふるさとひょうご情報室
～9/16

現在、大河ドラマで好評を博して
いる「麒麟がくる」。ドラマでは
見られない裏側を見てください。

7月12日(日) １階 第2研修室

7月18日(土) １階 第2研修室

8月8日(土) １階 第2研修室

10月下旬 明石公園他

９月19日(土) １階 第2研修室

９月10日(木)、９月24日(木)

10月８日(木)、10月22日(木)

11月５日(木) １階 第２研修室

９月26日(土) １階 第2研修室

１,２階ロビーおよび大閲覧室
～8/19

明石工業高等専門学校建築科と初
めてのコラボです。力作揃いです。
彼らの想いをぜひ見に来て下さい。

大閲覧室（随時更新）

神戸、朝日、毎日、読売、産経、
日経の各新聞の書評に掲載され、
当館で所蔵する資料を随時展示し
ています。当館の人気コーナーの
１つです。



県立図書館からのおススメ
職員おススメ本②

『小学生のうちに読みたい物語

～学校司書が選んだブックガイド～』

当館請求記号：909.3/72
編著者：対馬 初音
出版者：少年写真新聞社
出版年：2018.5

小学校の図書館司書である
著者が、これまで子どもた
ちと関わってきた経験を生
かし、読書の苦手な子ども
たちにも自信を持っておす
すめできる本を紹介してい
ます。

絵本からの移行期に読んでほしい本や、読書の
達成感を経験できる本など、テーマ別に本がリ
ストアップされており、関連するキーワードや
読むのに適した学年、ストーリーの簡単な紹介
などが、本1冊につき1ページずつ記載されてい
るため、とても見やすくなっています。

郷土展示資料のおススメ 「麒麟がくる」より

2020年のNHK大河ドラマは「麒麟がくる」です。主人公は、本能寺の変で織田信長を討ったこ
とで有名な明智光秀です。一般的には謀反人や悪人として語られることの多い人物ですが、本当
はどんな人物だったのか、なぜ本能寺の変を起こしたのか…。そんな謎に迫る本を２冊ご紹介し
ます。

職員おススメ本①

『姫君の賦(ふ)～千姫流流～』

当館請求記号：913.6/K495
著者：玉岡かおる
出版者：PHP研究所
出版年：2018.12

千姫は、徳川家康の孫、
２代将軍秀忠の娘、そして
豊臣秀頼の妻として有名な
女性です。大阪城落城後、
桑名の本多忠刻に嫁いだ後、
移封された播磨姫路で10年
間を過ごします。忠刻急逝
の後、江戸城に戻り出家、
天樹院と号し、3代将軍の姉として徳川家を支え
ます。

時代に翻弄され波乱に満ちた千姫の人生の中で、
播磨姫君(はりまのひめぎみ)として、夫婦睦ま
じく子たちとともに幸せにすごした場所が姫路
であったことに、なにかしらの縁を感じます。

播磨ゆかりの千姫の物語を読んでみませんか。

『明智光秀の生涯』

当館請求記号：289.1/5217
著者：諏訪 勝則
出版者：吉川弘文館
出版年：2019.12

明智光秀については、誕生
から織田信長に仕官するま
での詳しい経歴は分かって
いません。足利義昭や織田
信長に臣従して頭角をあら
わした明智光秀。思慮深く
才知あふれることから信長
に重用され、特に丹波攻めに関しては、その働き
を信長に評価され、丹波一国をもらっています。
織田家中随一の重臣に上り詰め、まさに絶頂期を
迎えた光秀がなぜ主君を襲撃したのか。謀反の真
相に新見解を示し、また連歌や茶道にも長けてい
た光秀の人物像にも迫っています。

『本能寺の変～史実の再検証～』

当館請求記号：210.48/105
著者：盛本 昌広
出版者：東京堂出版
出版年：2016.3

天正10年（1582）6月2日、
明智光秀に襲撃されて織田
信長が横死した本能寺の変。
信長に重用され、軍事指揮
官としても活躍していた光
秀が、なぜ突如として信長
への謀反を起こしたのか、変の時に少人数で京
に来ていた信長は油断していたのか―。様々な
分析や視点を取り入れ、一次史料を中心にして、
本能寺の変に関する諸事象を検証しています。



県立図書館の資料を借りたい。でも、遠方に住んでいて県立図書館に行くのは正直大変！
どうすればいい？今回はそのご質問にお答えします！

開館時間：火曜日～日曜日 9:30 ～ 18:00

（毎月第３木曜日は休館日です。）

アクセス: JR明石駅または山陽明石駅から北へ約800ｍ

当館ホームページにも「 」は

アップしています。ご確認はこちらから→

兵庫県立図書館 TEL 078-918-3366 /FAX 078-918-9229

TEL 078-913-3377(調査相談)

ホームページ https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

第１回
遠方に住んでいる私が県立図書館の
本を借りるにはどうすればいい？

県立図書館の利用カードは持っているけど？

県立図書館の利用カードがない場合は？

県立図書館の利用カードがあれば、インターネット予約を利用することができます。インターネット予約
とはご自宅のパソコンや携帯電話から県立図書館の資料が予約できるサービスです。貸出状況や予約状況
の確認もできます。お近くの受取ができる図書館で受取・返却することも可能です。
なお、インターネット予約を利用するには、県立図書館の利用カード番号とパスワードが必要です。パス
ワードは郵送でもお申し込みいただけます。初回ログイン用の仮パスワードを発行します。
受取・返却ができる図書館一覧はこちらから↓
(https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/sogo_annai/internet_kashidashi/internet_kashidashi2.html)

⑤ 利用後は窓口へ
直接返却。

県立図書館の利用カードがない場合でも、お近くの市町立図書館の窓口を通
じて、当館の本を借りていただくことができます。貸出の方法等は各図書館
によって異なりますので、各図書館の窓口までお問い合わせ下さい。

兵庫県立図書館には遠方の方でも、また利用カードがない方でも本を借りていただ
ける方法があります。詳細は当館のホームページまで。ご不明な点はぜひともお問
い合わせ下さい。

私

準備 ●利用カード●パスワード
●パソコンまたは携帯電話

② 予約後
「予約の受付メール」

③ 受取館に到着後
「受取館での受取メール」

① 当館ホームページ
より予約兵

庫
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④ お近くの受取図書館
にて受け取り
（受取メール受信後、

10日以内）


