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図書館夏祭り 、開催し ま す！
毎年恒例となりました「図書館夏祭り」を開催します！
今年も盛りだくさんの内容でお届けしますので、夏休みの思い出作りに、
是非お越し下さい！

●昆虫博士と一緒に、ヘラクレス
オオカブトなど、珍しい昆虫に
触れてみよう

●メダカのコタロー劇団のプロの
声優たちと、環境保全や生態系
について学んでみよう

●海の生き物の缶バッチを作って
みよう

日 程

場 所

【メダカのコタロー劇団プロフィール】

みんなの環境みんなで守ろうみんなのた
めに！を合言葉に、現役活躍中の声優た
ちが子どもたち親子に楽しく自然環境保
全について伝えます♪

○サンテレビ２番組レギュラー放送中！
『コタローとおはよ～！(実写)』
『メダカのコタロー(アニメ) 

2022.8.20 10:00～15:00

１階ロビー、第２研修室他

対 象 どなたでも
幼稚園生、小学生が楽しめるイベントがたくさんあります！

参加費 無料

○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。

要申込

申込不要

申込不要



豊かな海を守る、海と陸のつながり

大閲覧室 ～11/16
今年11月12日(土)・13日(日)、明石市におい

て「第41回全国豊かな海づくり大会兵庫大会～
御食国（みけつくに）ひょうご～」が開催され
ます。
これに併せ、当館が所蔵している多様な海洋

生物や現在の環境問題などの関連資料をはじめ、
イイダコ壺（釣鐘型・古墳時代後期～奈良時代
頃）や卓上修正式羅針儀など、貴重な漁具や水
産物に関する物品も展示しております。
ぜひ間近でご覧ください！

展示①

大閲覧室 ～9/14
明石市立文化博物館の『あんびるやすこ作品展』の開催に併せ、連携展示『兵庫県

立図書館×明石市立文化博物館 絵本の世界』を実施しています。
あんびる先生の直筆サイン本など、貴重な資料を中心に、「なんでも魔女商会」

「ルルとララ」「ムーンヒルズ魔法宝石店」シリーズなどの代表作に登場する、魔女
やお菓子作り、ハーブ、宝石やドレスなどのキーワードに関する本も展示しています。

兵庫県立図書館×明石市立文化博物館

絵本の世界

あんびる先生に、直筆
サインを書いていただき
ました！感激！！



展示② 講座・イベント一覧

7月ー 10月 参加無料！

幼児向け講座
ちりめんモンスターを探そう

●13:30～15:00

●ちりめんの中からモンスター(タ

イ、タコ、カニの赤ちゃんなど）

を探してみよう！海博士と一緒に

豊かな海について考えます。

●対象：子ども向け

図書館夏祭り

●10:00～15:00

●兵庫県立図書館で１日楽しんで

いただくためのイベントです。

詳細はホームページでご確認下

さい。

●対象：どなたでも

丹波焼のはじまりを探る

●13:30～15:00

●兵庫県立考古博物館より講師を

お招きし、丹波焼について教え

ていただきます。

YouTubeでも配信予定。

●対象：どなたでも

連続城講座（全３回）

●13:30～15:00（予定）

●毎年人気のお城の講座。今回は、

竹田城などの但馬の城について

ご紹介していただきます。

●対象：どなたでも

兵庫津の魅力（講座・ツアー）

●13:30～15:00（予定）

●日本遺産の地・兵庫津について

講座で学んだ後、兵庫津に関す

る歴史スポットをめぐります。

●対象：どなたでも

７月 23日 (土)  １階 第２研修室

８月2０日 (土)  １階 第２研修室他

10月13日(木) 1階 第２研修室

10月・11月 １階 第２研修室

大閲覧室 ～8/17

『舞姫』や『高瀬舟』など、数々

の名作を生み出した文豪・森鴎外。

2022年は鴎外の没後100年という節

目の年となります。

今回は、鴎外の著作だけでなく、

鴎外をテーマに書かれた本も多数取

りそろえています。

Coming Soon！
● 大閲覧室 ９/16 ～ ぼうさいこくたい2022

８/1９ ～ 10/19 日本の鉄道開業150周年

● 親子読書室 10/21  ～ ピーターラビット出版120周年

● 閲覧室２ ８/1９ ～ 12/14 あなたの生活の中のSDGs②

● ふるさとひょうご情報室

７/22  ～ ９/14 水木しげる生誕100周年

９/16  ～ 12/14 「丹波焼」再発見

９/16  ～ 12/14 日本遺産の地“兵庫津”

森鴎外没後100年

ふるさとひょうご情報室 ～9/14

同人誌『VIKING』は、昭和22年

(1947年)10月、富士正晴、島尾敏雄

らによって神戸で創刊された関西を

代表する文芸誌です。かつては芥川

賞を受賞した庄野潤三をはじめ、直

木賞を受賞した山崎豊子や津本陽ら

も在籍していました。

『VIKING』とその多士済々な同人に

関する資料を展示しています。

ひょうごゆかりの文学者
～VIKINGの同人たち～

親子読書室 ～10/19

東洋美術や西洋美術、映画、アニ

メーションなど様々な芸術からイン

スピレーションを得て独自の作品を

描いた、イギリスの絵本作家エロー

ル・ル・カイン。

漫画家のさくらももこやイラスト

レーターの宮崎照代など多くの作家

や芸術家に影響を与えた彼の作品を

集めました。

イメージの魔術師エロール・ル・カイン

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！

10月・11月 １階 第２研修室他



職員おススメ本③

『オイモはときどきいなくなる』

当館請求記号：913.6／K559

著者：田中哲弥

出版者：福音館書店

出版年：2021.7

モモヨの家の犬のオイモは、

ときどきいなくなる。

田んぼや裏山、河童の池。

モモヨはオイモを探して歩く。古いお屋敷に住むレオ

ンさんを訪ねて。カラスのクロキチも一緒に。思い出

の中にいるのか。夢の中にいるのか。

なんだか不思議で、おもしろくて、少しかなしい。

挿し絵も素敵な1冊です。

【第62回日本児童文学者協会賞 受賞】

県立図書館からのおススメ

職員おススメ本②

『４７都道府県・民話百科』

当館請求記号：388.1/540

編者：花部 英雄 小堀 光夫

出版者：丸善出版

出版年：2019.11

本書は、47都道府県ごとにその

土地ならではの民話を昔話、伝説、世間話に分けて紹

介している。民話は、全国に同じような類話が存在す

るが、注意深く読み進めると、地域ごとの独自性や違

いがあることが分かる。

例えば、桃太郎や浦島太郎などのよく知られた昔話

に、様々なバリエーションがあることが知られている。

兵庫県の昔話として掲載されている『舌切雀』は、

京都府で取り上げられているものと若干内容が異なっ

ているので、一度読み比べてみてはいかがでしょう

か？

職員おススメ本①

『古地図のひみつ』

当館請求記号：291.03/261

監修：安藤 優一郎

出版者：メイツ出版

出版年：2018.12

近年、古地図ブームが起きて

いる。多くの関連書籍が発行され、解説本を片手に町

歩きを趣味にしている人も多いと聞く。ブームの火付

け役がNHK総合で放送されていた「ブラタモリ」といわ

れている。ただ、古地図の読み方となると、一般的に

はなかなか分かりづらいのが実情ではないだろうか。

この本は、古地図を読む上で知っておきたい基礎知

識や現代地図との比較に役立つポイントを図や写真で

分かりやすく解説しており、古地図を読み解く技術や

楽しさを教えてくれる。

一枚の古地図からその町に刻まれた歴史や時代の変

遷に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

【開館時間】 9：30～18：00
【休 館 日 】 毎週月曜日・毎月第3木曜日・年末年始（12月29日～1月3日）

特別整理期間（6月頃 1週間程度）
【アクセス 】○JR明石駅、山陽明石駅で下車、北へ800メートル（明石公園内）

○当館に専用駐車場はありません。お車でお越しの際は、公園内
または近隣にある有料駐車場をご利用ください。

【ホームページ】 https://www.library.pref.hyogo.lg.jp
兵庫県立図書館 TEL 078-918-3366 /FAX 078-913-9229

TEL 078-918-3377(調査相談)

職員おススメ本④

『見えないスポーツ図鑑』

当館請求記号：780/132

著者：伊藤 亜紗 渡邊 淳司
林 阿希子

出版者：晶文社

出版年：2020.7

スポーツを「かんせんする」
といえば、皆さんはどのような漢字
を想像しますか？多くの方が「観戦する」という漢字
を思い浮かべると思います。
今回紹介する本では、目で見る「観戦」以外にもス

ポーツを楽しむことができる「かんせん」方法につい
て、著者である３名がラグビー、アーチェリー、体操、
卓球、テニス、柔道、サッカー、野球など10種目のス
ポーツを意外(？)な方法で翻訳していきます。
この本を読めば、普段私たちが何気なく見ているス

ポーツが非常に奥深いものだと伝わること間違いなし
です。一つでも興味のあるスポーツがあれば是非その
奥深さを体感してみてください！

https://www.library.pref.hyogo.lg.jp/

