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日本人会ライブラリー 

を活用しよう！ 
 

あなたの大好きな本は何ですか？ 

観てみたい思い出の映画はありますか？ 

日本人会ライブラリーへ、お気に入り 

の作品を探しに行ってみませんか♪ 
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みなさん、こんにちは！ 

今回は、ここフィリピンで日本の書籍やＤＶＤなどを気

軽に楽しめるステキな場所、「日本人会ライブラリー」に

ついて詳しくご紹介させていただきます♪ 

知りたかったあんなことやこんなこと、この機会に全部

すっきり解決しちゃいましょう☆ 

 

ご質問は何ですか？お選びください♪ 

 

初めて利用するときは？・・・・・・・・・・P4－5へ 

 

どうやって借りるの？返すの？・・・・・・・P6－8へ 

 

どこにどんな本があるの？・・・・・・・・・P9－11へ 

 

紛失・破損してしまったときは？・・・・・・P12-15へ 

 

どんな本やＤＶＤがあるの？・・・・・・・P16－25へ 

 

希望する作品がないときは？・・・・・・・・・P20へ 

 

ボランティアって何をしているの？・・・・P26－27へ 

 

不要な本・ＤＶＤを寄付するには？・・・・・・P27へ 

 

受付のイメルダさんってどんな人？・・・・・P28-31へ 
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    図書室の利用について 

  

 

開室日時・休室日 

 

 ☆開室日：月曜日～土曜日 9～17時 

（土曜日は、昼休憩の為、12～13時の間閉まります！） 

 

 ☆休室日：日曜・祝日・その他日本 

人会事務局が定める日 

 

利用できる人 

 

 図書室での閲覧は、どなたでもご利

用いただけます。（非会員の方は、利用

時に受付にて署名が必要です） 

 書籍・ＤＶＤの貸出は、日本人会の会員のみ可能です。 

 

 

初めてご利用になるとき 

 

本やＤＶＤを借りるには、①「図書室利用者カード」

②「ＤＶＤ利用者カード」が必要です。 

初めて借りる方は、受付にて氏名、連絡先、日本人会

ＩＤ番号等を記入しそれぞれのカードを作成して下さい。

(カウンターに記入例がありますので、参考にして下さい） 
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① 図書室利用者カード ②ＤＶＤ利用者カード 

（緑色）       （白色） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本・ＤＶＤの貸出・返却について 

 

書籍の貸出・返却方法が変わりました(Ｐ６へ)。 

ＤＶＤについては従来通りですのでご注意下さい。 

来館の際、はじめに返却処理をお済ませください。 

メイド・ドライバーによる返却はご遠慮願います。 

 

 貸出期間 貸出可能数 

書籍 ２週間 一人あたり２冊 

ＤＶＤ １週間 
一家族あたり２作品 

新着ＤＶＤ ３泊４日 

★皆のために返却期限を守りましょう！ 
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本を借りるとき 

 

●借りたい本を選ぶ 

（１人２冊まで） 

 

●カウンター横のアルファベット順に

並んだカード置き場から、自分の利用

者カード(緑色)を取り出す 

 

●借りたい本と図書室利用者カードを

一緒にカウンターの係員へ 

 

●係員がバーコードを読み貸出処理 

 

●本を受け取る（貸出期間：２週間） 

 

 

 

本を返すとき 

 

●返す本をカウンターの係員へ 

 

●係員が書籍の状態を確認し、問題がな

ければバーコードを読み取り、返却完了 
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ＤＶＤを借りるとき 

 

●借りたいＤＶＤを選ぶ 

（１家族２作品まで） 

 

●ＤＶＤケースを開けて「貸出カード」を取り出し、 

①カウンターに設置された日付スタンプを押す 

②ローマ字で氏名を記入 

③日本人会会員ＩＤを記入 

 

●ＤＶＤケースと記入済みの貸し出しカードを係員へ 

 

●係員が見せるＤＶＤディスクにキズがないかを確認 

●ＤＶＤを受け取る 

(貸出期間：旧作１週間／新着３泊４日) 
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ＤＶＤを返すとき 

 

●返すＤＶＤをカウンターの係員へ 

 

●係員がＤＶＤの状態を確認し、問題

がなければ返却完了 

 

図書室からのお願い 

 

☆ＤＶＤは傷つきやすく壊れやすいため、

必ず大人の方がお取扱いください。 

 

☆図書室内には、受付からは目が行き届かない場所があ

ります。お子様だけでのご入室はご遠慮下さい。 

 

☆他の利用者の方への迷惑行為はおやめ下さい。 

 ・ゲーム機や音楽プレーヤーの音を出しての利用 

 ・携帯電話での通話 

 ・棚にぶら下がる、走り回るなどの危険行為 

 ・大きな声でのおしゃべり
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図書室書籍・ＤＶＤ配置図 
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≪ 書籍・ＤＶＤ販売コーナー ≫ 

入口入ってすぐ左にあります。

古本・古ＤＶＤを安価で販売し

ています。掘り出しものがみつ

かることも♪お支払いはなる

べく釣り銭のないようご協力

お願いします。なお、売上は新

規購入の費用に充てられます。 

≪ フィリピン関連コーナー ≫ 

カウンターのすぐそばにはフィリピンに関する書籍がぎ

っしり。資料としても貴重なものが多数あります。読め

ばあなたもフィリピンマスター♪ 

≪ 新着コーナー ≫ 

毎週チェックしたいのがここ。

新たに購入した作品をはじめ、

会員の方々から新たに届いた

寄附本がズラリ並びます。と

りわけ新着ＤＶＤは早い者勝

ちですよ～！ 

≪ 閲覧コーナー ≫ 

日当たりのいい窓のそば

で、ゆったりと読書はい

かがでしょう？土曜日は

子供たちがたくさん来室

し、大好きな本とＤＶＤ

選びに大忙し。微笑まし

い光景ですね。 
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≪ 文学コーナー ≫ 

ライブラリーの中央あたりには文学作品ばかりが集めら

れています。並びは作者名アルファベット順。棚へ本を

戻す作業もフィリピン人のイメルダさんが担当している

ため、この並びなのです。最近はボランティアのご尽力

で、作者名の見出しが増え、探しやすくなりました☆ 

 ≪ 文学以外の本 ≫ 

哲学・歴史・経済・医療・家庭本・スポーツなど文学以

外の本は、新着コーナー裏の本棚から始まり、中央の文

学ゾーンを回り込むように奥の棚へと伸びています。カ

テゴリーごとに並んでいますので、お探しの本がどのあ

たりにあるのか、配置図を確認してみてくださいね。 

 ≪ えほんコーナー ≫ 

閲覧コーナーを取り囲むように並べられているのが子ど

も向けの本です。なかでも絵本は背の低いお子さまのた

め、下段の棚にまとめられています。大人が読んでも楽

しいです♪手が届かない場合は、カウンターで踏み台を

お貸ししていますので、お気軽にお声掛けくださいね。 

 ≪ 児童向け書籍について ≫ 

児童本の背表紙にはカラーテープが貼ってあるのをご存

知ですか？お子さまの本を選ぶ際の参考になさってみて

はいかがですか？ 

低学年向け／白、   

高学年向け／赤、 

青い鳥文庫／オレンジ、  

ヤングアダルト／黄色、 

その他／青色 
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本・ＤＶＤの破損や紛失について 

 

 図書室の書籍やＤＶＤを誤って破損してしまったり、

紛失してしまったりした場合は、窓口にお申し出下さい。 

「資料紛失（破損・汚損）届」（Ｐ14）を提出していた

だき、日本人会で定めた「延滞・紛失等の取扱いについ

て」（Ｐ15）のルールに従いご対応いただくことになりま

す。 

 

▲ ご注意ください ▲ 

のり・セロハンテープなどを使った自己判断に 

よる破損部分への応急処置はしないでください。 

さらなる劣化を招くことがあります。 

 

【破損・汚損例】 

   

落書き 
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本を破る 

 

 

水濡れ 

 

ＤＶＤ破損 
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オススメＤＶＤ 

 

♪いろんな人にオススメ作品を教えてもらいました♪ 

 

☆ミッション：インポッシブル 

/ローグ・ネイション 

IMFのエージェント、イーサン・ハント

と仲間たちが挑む、究極の諜報バトル

の結末は――？ 

鑑賞後のスッキリ感がシリーズ中１番(かも)！イギリス、

モロッコ、オーストリア等ロケ地巡りも堪能できる♪ 

 

☆ミッドナイト・イン・パリ 

作家志望のアメリカ人ギルが、ひょん

なことからヘミングウェイやピカソと

いった伝説の人物達が集うパリに迷い

込む――。ノスタルジック＆ロマンテ

ィックに綴るファンタジー・コメディ。 

ここではないどこかを探し求めながらも、終始明るいト

ーンで描かれているので、観ていて楽しい♪ 

 

☆ダウンタウンの笑ってはいけない 

シリーズ 

とにかく絶対に「笑ってはいけない」！ 

お疲れの脳ミソをひと休み…☆ 

視聴者は「笑ってはいけなくない」！！ 
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☆ＳＵＩＴＳ／スーツ 

ニューヨークの大手法律事務所を舞台

に、若き敏腕弁護士ハーヴィーと天才

的な頭脳を持つワケあり青年マイクが

タッグを組み、様々な訴訟へと果敢に

挑んでいく爽快サクセスストーリー。 

シリアスな法廷闘争が見られると同時に、複雑な人間模

様も同時に味わえるのがこのドラマの魅力！図書室内の

海外ドラマＤＶＤの中で比較的よく借りられているそう。 

 

☆イミテーション・ゲーム 

第２次世界大戦下のイギリスで、天才

数学者アラン・チューリングは、ドイ

ツ軍の暗号「エニグマ」の解読に挑む

チームの一員となる。実在の天才数学

者を描いた伝記もの。 

伝記的映画であるが、これはただの英雄伝ではない。 

社会は何を認め、何を否定するのか――。 

 

☆ゴーンガール 

幸せな結婚生活をおくっていたニック

とエイミー。５回目の結婚記念日にエ

イミーが突然姿を消した。荒らされた

部屋にエイミーの大量の血痕。妻を心

配するニックにも捜査の手が及び――。 

男女の欲望が包み隠さず衝撃的に描かれていて、報道、

結婚観、倫理観などについて考えさせられる。 
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☆ツレがうつになりまして 

妻が夫に「会社を辞めなければ離婚」

と宣言！？夫のうつ病をきっかけに、

自分たちを見つめ直し成長していく２

人。シリアスな題材でありながら、ハ

ートウオーミングな仕上がりに。 

症状がわかりづらくて周囲の理解を得がたい病気、うつ。

いざというそのときに、自分なら彼女のように振る舞え

るのだろうか。深く考えさせられた一本。 

 

☆スペシャルドラマ 坂の上の雲 

司馬遼太郎の代表作を映像化したＮＨ

Ｋドラマ。明治という時代に立ち向か

った松山出身の秋山兄弟と正岡子規た

ちの青春群像物語。 

近代国家への第一歩を記した明治という時代に生きる者

たちのエネルギーとその苦悩を体感できる。図書室には

小説も置いてありますので、そちらも併せてどうぞ。 

 

☆グランド・ブダペスト・ホテル 

グランド・ブダペスト・ホテルを舞台

に、伝説のコンシェルジュと新人ベル

ボーイが、伯爵夫人殺人事件の謎を探

るコメディ映画。 

まるで絵本を開いたかのようにきれいな色彩が印象的で、

独特な雰囲気を楽しめる。 
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☆ガチャピン チャレンジ シリーズ

衝撃の連続！アクロバティックなあん

なことやこんなこと、ガチャピンさん

は失敗しても負けずに最後は見事にや

り遂げちゃう♪元気と勇気をフィリピ

ン中にお届け！ 

 

☆七人の侍 

戦国の世。野武士の襲撃に悩む百姓た

ちは、侍を雇って村を守ろうと決意。

困難の末、島田勘兵衛をはじめに侍７

人が集結。彼らは村人との軋轢を乗越

え信頼関係を築いていく。打倒・野武

士！戦いの火蓋は切って落とされた！ 

あまりにも有名すぎる、黒沢明監督の代表作。 

お若い方々にもぜひご覧になっていただきたい一本。 

 

☆新・映像の世紀 

映像は、人類が蓄積した膨大な「記憶」。 

大反響を呼んだ「映像の世紀」から 20

年、薄れゆく人類の記憶を蘇らせる新

シリーズ。歴史を追体験し、その教訓

を未来に引き継いでいく。 

これから入荷予定のおすすめ作品がこちら。 

映像を通して知るかつての人々の経験と知恵は、今を生

きる私たちにさまざまな問いを投げかけ、大切なことを

教えてくれている。 
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ドラえもん、プリキュア、ディスニー、ジブリなど、お

子様向けのワクワク楽しいＤＶＤもたくさんあります♪ 

 

 

ＤＶＤ・書籍のリクエストについて 

 

読みたい本が置いてい

ない、観たいＤＶＤがな

くてガッカリ…。そんな

経験ありますよね。 

ライブラリーでは年に

３回、新しい書籍やＤＶＤ

を購入しています！みなさ

んのご希望にできるだけ応

えていきますので、どしど

しリクエストしてくださいね♪♪ 

 

★リクエスト用紙はカウンターに常時おいてあります 

★書き終わりましたら、カウンター横のＢＯＸへ投入！ 

くわしく 

かいてね！ 
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オススメ本 

 

💛かわいい絵本💛 

 

☆りんごかもしれない   ヨシタケシンスケ 

あなたの周りの「あたりまえ」、本当はもっとステキなこ

となのかもしれませんね。ぐ～るぐ～る、考えつづける

ことが大切なのかも、しれない…!? 

 

☆どんなにきみがすきだかあててごらん 

           サム マクブラットニィ 

ふと思い浮かぶあの人のこと、いったいどれくらいすき

なのでしょう？さあ、すきすき競争のはじまりですよ！ 

 

☆ももんちゃん シリーズ  とよた かずひこ 

とっても愛くるしいこのフォルム。あーかわいい♪ 

ここフィリピンではなかなか湯船につかるのは難しい？

お風呂が恋しい今日この頃、このセリフ言っちゃうぞ！ 
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子供向けよみもの 

☆せつめいのれきし 

地球に生命が誕生してから、今こ

の瞬間までのお話をお芝居形式

で語る壮大な絵本。最後には、生

命のリレーのバトンは本を読ん

でいるあなたに手渡されます。 

 

☆おおどろぼうホッツェンプロッツ 

「男子に二言なし」！大泥棒ホッツェ

ンプロッツ、大魔法使いのツワッケル

マン、妖精アマリリス、少年ガスパー

ルと友達のゼッペルが、おばあさんに

プレゼントしたコーヒーひきをめぐっ

て繰り広げる大冒険！！ 

1966年にドイツのプロイスラーが書いたこの作品、子供

の頃に読んだ忘れられない本の一つです。 

ヤングアダルト 

☆アナザー修学旅行  有沢 佳映 

たとえば風邪とかで何日か学校を休ん

で一人でいると、家族以外の他人と接

しないと、心に同じ形の波しか立たな

くなる気がする。水槽の中で金魚が自

分で作る波と、海や川の波は違うみた

いに。秋吉にとって、教室は海だろう。 
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その他のよみもの 

☆円谷プロ全怪獣図鑑 

     円谷プロダクション 

円谷プロダクションの制作したウル

トラシリーズ等の特撮ものに出てき

た全怪獣が網羅されています。昔懐か

しいあの怪獣があれやこれや・・・。

子どもから大人まで一緒になって楽

しめる図鑑です。 

 

☆菊川怜の数学生活のススメ 

            菊川 怜 

リアル数学女子、菊川怜さんがその「数

学」センスを発揮して賢く美しい生活

をわかりやすく伝授。丸いピザを簡単

に５等分できちゃうケンカにならない

切り方など(笑)、デキ男とデキ女にな

れる57のヒントが詰まっていますよ♪ 

 

☆悟浄出立     万城目 学 

俺はもう、誰かの脇役ではない。西遊

記の沙悟浄、三国志の趙雲、司馬遷に

見向きもされないその娘。中国の古典

に現れる脇役たちに焦点をあてたオ

ムニバス。深化したマキメワールド開

幕！どこか心温まる一冊。 
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☆豊穣の海 １～４巻      三島 由紀夫 

侯爵家の若き嫡子松枝清顕と、伯爵家

の美貌の令嬢綾倉聡子のついに結ば

れることのない恋。矜り高い青年が、

禁じられた恋に生命を賭して求めた

ものは何であったか。日本語の表現方

法や語彙の豊かさを堪能できる。 

 

 

☆ゴールデンスランバー 

         伊坂 幸太郎 

一体何が起こっている? 首相暗殺の

濡れ衣を着せられた男は、国家的陰謀

から逃げ切れるのか！? 

読後、テロ事件ですぐ犯人が見つかる

とつい疑ってしまうようになるハズ。 

 

 

☆ｓｙｕｎｋｏｎカフェ雑記 

          山本 ゆり 

過去 2000を超えるブログのおもしろ

投稿の中から大反響 90編を厳選し、 

さらにオリジナルレシピも追加した

１冊。笑いあり、切ない話あり。もち

ろんおいしい話も満載です。 
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☆光圀伝              冲方 丁 

何故この世に歴史が必要なのか。生涯

を賭した「大日本史」の編纂という大

事業。大切な者の命を奪ってまでも突

き進まねばならなかった、孤高の虎・

水戸光圀の生き様に迫る。 

水戸黄門とは全く異なる水戸光圀像。

わかりやすい文章で一気に読めます。 

 

☆ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ   

     ジョン・ル・カレ 

「英国情報部〈サーカス〉の中枢に潜

むソ連の二重スパイを探せ。」元情報部

員スマイリーは、困難な任務を託され

た――。映画「裏切りのサーカス」の

原作。冷戦時代の東西スパイの騙し合

い、出し抜き合い。裏切者はだれだ!?  

 

 

おすすめ作品の数々、いかがでしたか？ 

現在ライブラリー内には、書籍が約 13,000冊、 

ＤＶＤが約 2,000作品あります。 

その日の気分に合わせたもの

をじっくり選んで、心ゆくまで

お楽しみくださいね！ 
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ライブラリーボランティアとは 

 

ライブラリーを支える縁の下の力持ち、

ボランティアについてご紹介します。 

 

活動場所：22階ワークルーム or図書室 

活動日時：毎週金曜日 午前 9時半～12時 

活動内容： 

書籍・ＤＶＤのメンテナンス 

ＤＶＤや本はとてもデリケート。傷ついたディスクがあれば、

みられるかどうかをチェック、必要であればクリーニングをか

けます。とても時間がかかる作業ですね。本についても、破れ

たり外れたりしたページを、専用のテープや糊で修復していま

す。自分のものと同じように大切に扱いましょう！ 

新しい書籍・ＤＶＤの購入 

年に３回、新しい本とＤＶＤを選定・発注しています。どんな

作品が求められているかを調査し、よく考えてから購入対象を

選びます。皆さんの大切な会費を使っての購入ですから、選ぶ

だけで体力消耗…。皆さんからのリクエストが大変役立ちます

ので、積極的なリクエストをお待ちしております。 

蔵書・ＤＶＤの管理 

新規購入した物や、会員の方から届けられる寄附本・寄附ＤＶ

Ｄは、ライブラリーへ入れるべきかどうかを審査したうえで、

登録・配架します。また、ライブラリーのスペースには限りが

あるため、定期的に棚卸しを行い、廃棄したり販売に回したり

しています。 
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ライブラリー会議への出席 

２ヶ月に一度、担当理事・事務局・ボランティアが集まり会議

をしています。最近の議題では、書籍の貸出・返却をシステム

化したいとボランティア側が提案し、無事に承認されました。

皆さんの利便性向上のため、一丸となって頑張っています。 

 

利用者のため、見えないところで色々なお仕事をしてく

ださっているのですね。ボランティアの皆さんへの感謝

を忘れず、気持ちよい図書館づくりに協力しましょう！ 

 

 

ボランティアからのお知らせ 

●常時、図書室カウンターにて寄附本・寄付ＤＶＤの受

付をしております。寄附受付後、配架・販売・廃棄のい

ずれかの処理をさせていただきますのでご了承ください。 

 

●書籍に関して下記のような質問がある

方は、ボランティアの活動時間内に 22階

ワークルームまでお越しください。 

すぐにお調べいたします。 

・借りたい本がいつ戻ってくるか知りたい 

 ・今借りている本や、今までに借りた本を確認したい 

・借りたい本がライブラリーにあるかどうか知りたい 

例「認知症」に関連する本をさがしている 

例「松谷みよこ」が書いた本をさがしている 

 

新メンバー

募集中！！ 
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ＪＡＭＩライブラリーの大黒柱！？ 

イメルダさんに聞いてみよう！！ 

 

いつも落ち着いた佇まいで私たちを迎えて 

くださるライブラリー担当のイメルダさん。 

日本人会で働き始めてはや 13年、ボラン

ティアたちからも絶大な信頼を寄せられて

いるイメルダさんにお話を伺いました。 

 

Q：日々の主な業務を教えて下さい。 

A：本、ＤＶＤの貸出返却手続き、棚の整理、本のカバー

かけ、延滞の管理、セール品の売上管理や、新規会員の

方へのご案内などです。 
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Q：勤務時間や通勤時間は？ 

A：片道 1～1.5時間かけて通勤しています。月～土の 9:00

～17:00 勤務です。土曜は隔週出勤です。11：30～13：

00のお昼休憩の間は事務局の高田さんと交代します。 

 

Q：図書室内の蔵書で興味を惹くものはありますか？ 

A：料理本は写真も綺麗で見ているだけでも楽しいですね。 

手芸や、自身の趣味でもある編み物の本も興味がありま

す。日本語が読めないのが残念ですが、“見る”のは大好

きです。 

 

Q：書籍の貸出システムが導入されましたが、感想は？ 

A：システムを使ってみて、大変便利だと感じています。 

導入以前、特に利用者の多い日は、作業が追い付かない

ため 150 人分ぐらいにものぼる貸出カードを一旦溜めて

おいて、時間ができた時にそれらの情報をエクセルに入

力していました。今はバーコードを読むと同時に貸出デ

ータも自動で作成されるため、ペンディングが無くなり

ました。延滞者数などのデータ集計などの作成が簡単に

できるのも良いですね。 

利用者、特にお子さま連れの親御さん方にとっては便利

になったのではないかと感じます。何冊分もの貸出カー

ドを抜き、ハンコを押し、名前を手書きして…と、赤ち

ゃんを連れての作業はとても大変そうでした。実際に、

「随分ラクになった」といったコメントも頂いています。 

あと、子供達が興味津々で見ているのが微笑ましいです。 

「ハイテクだね～！」と大喜びした子もいましたよ（笑） 
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Q：図書室での楽しいこと/難しいことは何ですか？ 

A：図書室でのお仕事はリラックスしながらできるのが嬉

しいですね。書籍の貸出方法がシステム化されたことで

業務にも余裕ができたため、その時間を本の修理に充て

ています。難しいことは、特にありません。あってもそ

れも仕事のうちなので… 

 

Q：イメルダさんは休日にどんなことをされていますか？ 

A：家にいることが多いですね。よく掃除をしています。

お友達と電話で話したり、チャットを

したりしていることも多いです。実際

に会ったりもしますよ。アナさんなど

同僚とも会いますよ。 

 

Q：趣味はなんですか？ 

A：編み物、映画鑑賞、ゲームなどです。編み物は習いに

も行きました。映画は『プリティウーマン』や『ノッテ

ィングヒルの恋人』など、ロマンチック・コメディが好

きです。ゲームはモンスターハンターやキャンディクラ

ッシュをよくやります。 

 

Q：普段の生活で心掛けていることはありますか？ 

A：少し前から食生活に気を付けるようになりました。 

チキンと魚が好きで野菜がとれていなかったので、意識

して野菜をとるようにしています。（でも）ミリエンダは

欠かせません（笑）。パンやビスケットを食べています。 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.fancyparts.com/fancyparts/cg/season/fuyu/season_fuyu.html&psig=AFQjCNGGjsC6sLWldnqWHlaQ9lGQKvr34w&ust=1471959257994898
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Q：イメルダさん、最後になにか一言お願いします！ 

A：（暫し考えたのち・・）新しいシステムは問題なく扱

えますが、更に PCスキルを習得できるよう勉強したいで

す。あと、本の整理用にブックスタンドが欲しいです！ 

 

 

ボランティアの皆さんもビックリするほど、丁寧でよく

気がつくイメルダさん。ライブラリーにとって欠かすこ

とのできない存在ですね。新システム導入の際にも、誰

より長い時間を図書室で過ごす彼女だからこそ出せる貴

重な意見をたくさん下さったそうですよ♪ 

イメルダさん、ボランティアの皆さん、今後もフィリピ

ンで暮らす皆さんのため、

より良い図書室づくりを

よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土曜日の受付は 

アナさんが隔週で 

担当しています♪ 

※土曜 12～13 時はお昼

休みのため閉館します。 

 ご注意ください☆ 


