
   図書館だより 144号  

 （20１０.3 .1)         

三郷町立図書館  
            三郷町勢野西１－４－４ 

              FAX/0745(33)

3 1 88 

－  ふ  ぐ  る  ま  －            http:/ /www. l ib.sango.nara. jp 

ht tp: / /mobi le. l ib.sango.nara. jp 

暖かな春の訪れ 

厳しかった冬の寒さも和らぎ、春の訪れが感じられ 

る今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。暖かな春 

は、草木や花が新しく芽を吹き、豊かな生命力を感じ 

させてくれます。私たち人間もこの季節になると､ 

心が躍り、何か新しいこと始めてみたい気持ちになりませんか？ 

今までに読んだことのないジャンルの本や新しく始める趣味の本など、 

図書館で探してみてはどうでしょう？ 

武鹿文庫記念 童謡コンサート 

 

と  き:３月２８日(日) 午後２時より 

ところ:図書館１階 視聴覚室 

 

第一部   武鹿悦子氏講演会  －金子みすゞを語る－ 

第二部  童謡コンサート （武鹿悦子氏作詩の童謡です） 

 
     ３ 月                ４ 月  

 

休館日     毎週水曜日 

３月  ２１日 (日)  春分の日                          ･４月   ２９日 (木)  昭和の日 

      ３０日 (火)  館内整理日                                ３０日 (金)  館内整理日  

    ２２日（月）は５時で閉館 

 

日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３  ４ ５ ６        １ ２ ３ 

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３  ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０  １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７  １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

２８ ２９ ３０ ３１     ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０  

 

 
 

     



 

     

『ルネサンス』 
ルネサンスとは、14 世紀から 16 世紀にかけて、イタリアを中心に興った古典文化の復興活動を

指す言葉です｡文学では、ダンテの『神曲』、ボッカチオの『デカメロン』。美術では、ボッティチ

ェリの『春』『ヴィーナスの誕生』、レオナルド・ダ・ヴィンチの『モナ・リザ』や『最後の晩餐』、

ミケランジェロの『最後の審判』などが有名です。 

今から 500 年も昔の芸術が、今も活き活きとして在り続け、私たちが目にすることができるのは

不思議なことですね。 

『神曲』 ダンテ・アリギエーリ：原作 ギュスターヴ・ドレ：挿絵 【971 ダ】  

『やさしいダンテ ＜神曲＞』 阿刀田 高：著 【971 ア】  

『デカメロン 世界文学全集 第 13 巻』ボッカチオ：著 岩崎 純孝：訳【908.3 セ】 

       
『図説ボッティチェリの都 フィレンツェ』 佐藤 幸三：著  【723.37 サ】 

『画家ミケランジェロ』ピエル・ルイジ・デ・ヴェッキ：著 森田 義之：訳 【723.37】 

『イタリア・ルネサンス絵画』サラ・エリオット：著 森田 義之：訳 【723.37 エ】 

 

     
 

なかでも有名な人物は、レオナルド・ダ・ヴィンチではないでしょうか。彼は、絵画だけでな

く彫刻や建築、土木、科学技術などあらゆる分野で才能を発揮し、万能の天才と評されました。 

『レオナルド・ダ・ヴィンチ藝術と発明 機械篇』  

カルロ・ペドレッティ：著  田中 久美子：訳【502.37 レ】 

『レオナルド・ダ・ヴィンチ芸術と発明 飛翔篇』  

ドメニコ・ラウレンツァ：著  加藤 磨珠枝：訳【502.37 レ】 

 

  レオナルド・ダ・ヴィンチ（Leonardo da Vinci） 
              （1452 年 4 月 15 日―1519 年 5月 2 日） 

『図説レオナルド・ダ・ヴィンチ 万能の天才を尋ねて』  

佐藤 幸三：編・文・写真  【702.37】 

              『レオナルド・ダ・ヴィンチ復活『最後の晩餐』』 

               片桐 頼継：著       【723.37 カ】 

              『500 年の時を経てついに明かされたダヴィンチの秘密』 

               丸山 修寛：著       【723.371 マ】 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

昔の人々は、どのような生活をし、何を食べていたのでしょう。今と変わらないこともあれば、

現代では考えられない習慣もあったようです。当時の人々の暮らしが､絵画からわかることがあ

るかもしれませんね。 

『レオナルド・ダ・ヴィンチの食卓』 渡辺 怜子：著  【383.83 ワ】 

『描かれた食べもの』  ウエンディ＆ジャック・リチャードソン：編 【児 723 エ】 

 

 

 

 

 

 ヨーロッパの歴史は絵画の歴史でもあり、いろいろと調べてみると歴史や風土にも詳しくなれる

かもしれません。 

 

『大橋巨泉の美術超シロウト的鑑賞ノート』 大橋 巨泉：著  【723.3 オ】 

『西洋絵画史入門－カラー版』 諸川 春樹：著 【723.3 モ】 

『イタリア絵画史』ロベルト・ロンギ：著 和田 忠彦：訳 【723.37 ロ】 

『怖い絵 ３』 中野 京子：著  【723 ナ】（怖い絵１、２もあり） 

 

画集や作品集は、大きくて重たいものという印象がありますが、なかには、小さくて持ち運びやす

いものもあります。 

 

「日経ポケットギャラリー」シリーズ  

ピカソ、モディリアーニ、クレーなど 【723.35 など】 

「名画に会う旅」シリーズ 

  ルーブル美術館、プラド美術館など 【706.9】 

「新潮美術文庫」シリーズ 

  ラファエロ、レンブラント、モネなど 【723 閉架書庫】 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

ルネサンスとは何語でしょうか？ 

答．フランス語 

Renaissance  直訳すると「再生」という意味。 

形容詞 renaissant(e) で（体力・希望・自然などが）よみがえるという意味。 

 

 



 

 

３月の行事予定 

 

☆おはなし会  （毎週日曜日におはなしルームで行ないます） 

今月は ７日 ･ １４日 ･２８日です。   

▽小さい子ども向けのおはなし－午前１０時３０分～１０時５０分 

▽大きい子ども向けのおはなし－午前１１時～１１時３０分 

 

★生涯学習室開室のお知らせ 

   と  き:毎週土曜日･日曜日と３月２５日（木）～４月５日（月） 

   時 間 : 午前９時３０分～閉館３０分前まで 

＊利用される方は､図書館利用カードをカウンターまでお持ちくださ

い｡ 

(町内在住の方) 

 

☆ 土曜の午後のおはなし会（おはなしルームで行います）  

今月は２７日(土) 午後２時からです｡ 

 

★ ブックスタート 

             ２３日 (火)   午後２時～     

                         保健センター 

               対象 : ７ヶ月児健康診断の赤ちゃんと保護者の方 

                

☆ 図書館上映会（毎週土曜日 午後２時より視聴覚室で行ないます） 

６日 (土) 「 男はつらいよ 続 」(1969 年) 93 分  

                                監督：山田 洋次  主演:渥美 清  

１３日 (土)  ｢ 事件 ｣ (1978 年)  138 分  

監督：野村 芳太郎  主演：松坂 慶子    
   ２０日 (土)  ｢ 夜の大捜査線 ｣ (1967 年)  105 分  

監督：ノーマン･ジュイスン                      

                               主演： ロッド･スタイガー 
★ 武鹿文庫記念 童謡コンサート 

           日時: ２８日(日)  午後２時～ 

           場所:  図書館１階 視聴覚室 

                            
スマイル   編集後記 

春は楽しい季節ですが、花粉症の人には辛い季節でもありますね。 

 

 


