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●石段をよじ登る小さな人
石
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文具

の魔力

ビ

【ハッパフミフミ万年筆】
【ハ

䞊䝖䛯䛡䛧䛣䛸䚸䛒䛾㔝䛯䛡䛧┘╩䛜䚸䛒䜛ᩥ
ᡣලᗑ䛷౯᱁䜢୍᱆㛫㐪䛘䛶䚸㧗⣭䝪䞊䝹䝨䞁䜢㈙
䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛸䛔䛖ヰ䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻞㻞䛸㻤䛾䝪
䞊䝹䝨䞁䜢㈙䛳䛯䛭䛖䛷䛩䚹ᮏே䛿䠎䠎༓䛸䠔༓
䛾ၟရ䛸ᛮ䛳䛶䞉䞉䞉
䚷ಙ䛨䜙䜜䛺䛔ヰ䛷䛩䚹㔝䛯䛡䛧䛥䜣䚸䛪䛔䜆䜣ⴠ
䛱㎸䜣䛷䛧䜎䛳䛯䜘䛖䛷䛩䛜䚸䛂䛣䛾䝨䞁䛷ྎᮏ䜢᭩䛔
䛶㻝㻜㻜✌䛔䛷䜔䜛䛃䛸䛝ே䛾ⱁே䛻ㄒ䛳䛯䛭䛖䛷
䛩䚹㔝䛯䛡䛧䛥䜣䛾䛩䛤䛥䛻䛿㦫䛛䛥䜜䜎䛩䚹
䚷䛩䛠⬮ᮏ䜢ᡂ䛥䛫䛯䛭䛖䛷䛩䚹
䚷䛭䛾ᫎ⏬䛜䛆䜰䜴䝖䝺䜲䝆䛇䛰䛳䛯䜙䛧䛔䛸䛔䛖ሗ䛜
䈈
䚷⮬ศ䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢㧗䜑
䜛䛯䜑䛻䚸㔝䛯䛡䛧䛥䜣䚸䛣
䛾䛯䜃䛿ᩥල䜢⏝䛧䛯䜘䛖䛷
䛩䚹ୡ⏺䛻䜜䜛㔝䛯䛡䛧
┘╩䚸䜔䛿䜚⪃䛘䜛䛣䛸䛜㐪䛔
䜎䛩䚹
䚷᪥ᮏ䛜ୡ⏺䛻䜜䜛䜒䛾䛾
୰䛻ᩥᡣල䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷᪥ᮏ䛾ᩥᡣල䛿䛔䜎䛰╔ᐇ
䛻㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷ᾘ䛫䜛䝨䞁䜔䝇䝬䞊䝖䝣䜷

䞁䛷ㄞ䜏ྲྀ䜚䚸䝕䝆
䝍䝹䛷䛝䜛䝜䞊䝖
䜔䝬䞊䜹䞊䛺䛹ᩥ
ල䝯䞊䜹䞊䛜ヨ⾜㘒
ㄗ䛾◊✲䛻䜘䛳䛶᪂
〇ရ䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜎
䛩䚹

䚷
㻌 䛭䛾᪂〇ရ䛾୰䛷最近目立ってきているのが、復刻
版の登場䛷䛩䚹
䚷ᐙ㟁䝯䞊䜹䞊䇾䝅䝱䞊䝥䇿䛾ᴗ⪅䛷䛒䜛᪩ᕝᚨḟ
Ặ䛜〇స䛧䛯᪥ᮏⓎ䛾䝅䝱䞊䝥䝨䞁䝅䝹䛜Ⓩሙ䛧䛶
䛝䜎䛧䛯䚹
䚷シャープペンはもともとシャープが作ったもの。だか
らシャープペンと言います。䛤Ꮡ▱䛷䛧䛯䛛㻫㻌
䚷䛆᪩ᕝᘧ䛟䜚䛰䛧䛘䜣䜄䛴䛇䛸䜒ゝ䛔䜎䛩䚹
䚷䝅䝱䞊䝥䜒ᐙ㟁ᴗ⏺䛷⌧ᅾᑡ䚻ᴗ⦼䛻ⱞ䛧䜣䛷䛔
䜎䛩䛜䚸ᚲ䛪䜔ఱ䛛䜢⏕䜏ฟ䛩䛷䛧䜗䛖䚹
䚷䛂䈈䝝䝑䝟䝣䝭䝣䝭䛃䛸ゝ䛳䛶᭷ྡ䛻䛺䛳䛯ᶫᕧἨ
䛾㻯㻹䚹䝟䜲䝻䝑䝖ᖺ➹䇾䜶䝸䞊䝖䇿䛜⌧䛧䜎䛧䛯䚹
䚷ᖺ䛾ேẼ䛿䝖䞁䝪㖄➹䛾㻝㻜㻜࿘ᖺグᛕ䛷㝈ᐃⓎ
䛧䛯䇾ึ௦䝖䞁䝪㖄➹䇿䛺䛹ḟ䚻䛸Ⓩሙ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䝺䝖䝻ឤ䜢᪂䛧䛟ឤ䛨䛯䜚䚸䛛䛧䛥䜢ឤ䛨䛯䜚䛸୍ே
୍ே䛾⎔ቃ䜔௦䛻䜘䛳䛶ᩥ
ᡣල䛾ᛮ䛔ฟ䛜㐪䛳䛯ᙧ䛷Ꮡ
ᅾ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛬䜂ᩥᡣල䜢
ษ䛻䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
文遊館 店長 松浦玉江

【シャープの初代シャープペン】

【初代トンボ鉛筆】

「御 という言葉䜢䛔䜎䛧䜗䛖䚹
「御礼」
䚷もっと奥ゆかしい言い方と
も
しては「松の葉」䛷䛩䚹ᯇ
䛾ⴥ䛻䜒㞃䜜䜛䜋䛹䛾䜋䜣䛾Ẽᣢ䛱䞉䞉䞉䛸䛔䛖ព䛷
䛾ⴥ
䛩䚹
の書き方とマナー
䚷䛄ᑍᚿ䛅䛿౽䛺ゝⴥ䛺䛾䛷䛩䛜䚸䛺䜣䛷䜒䛂ᑍᚿ䛃
䚷䛄
䜢
䜢䛖䛾䛿䛸䛶䜒༴㝤䛺䛾䛷䛩䚹
䚷㏫䛻䛂ᑍᚿ䛃䛻ᑐ䛧䛶䛾䛚♩䛿䛂䛤ཌᚿ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦
䚷㏫
䛔䜎
し袋などの表書きに
「寸志」
と書く人を多く見か 䛔䜎䛩䛃䛂䛚ᚿ䛻ឤㅰ䛔䛯䛧䜎䛩䛃䛂䛤ཌព㡬䛝ኚᜍ
⦰䛷䛩䛃䛂䛤ⰾᚿ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛩䛃䛷䛩䚹
けます。
䚷䛔䛪䜜䜒┦ᡭ䛾ᛮ䛔䜔䜚䛾Ẽᣢ䛱䛻ᑐ䛧䛶ឤㅰ䛩
しかし、
「寸志」
は危険です。
䚷䛾䛧⿄㻌 ⾲᭩䛝䛾䛂ᑍᚿ䛃䛿䚸䛂୍ᑍ䛷䛩䛜䞉䞉䞉䛃䛂䜋䜣 䜛ព䛾ゝⴥ䛷䛩䚹
䛾ᑡ䛧䛾Ẽᣢ䛱䛷䛩䛜䞉䞉䞉䛃䛸䛔䛖ព䛷䚸⮬䜙㉗䜚≀
䜢䜈䜚䛟䛰䛳䛶䛔䛖ゝⴥ䛷䛩䚹䛥䜙䛻䚸䛂ᑍᚿ䛃䛿┠ୗ䛾 䚷䛾䛧⿄䛾⾲᭩䛝䛾᭩䛝᪉䛿䚸
ே䛻䛾䜏䛻⏝䛧䜎䛩䚹䛚ୡヰ䛻䛺䛳䛯┠ୗ䛾ே䛻 ᪥ᮏ䛾ఏ⤫ᩥ䛷䛩䚹
䚷᪥ᮏ䛾ゝⴥ䛿ᮏᙜ䛻ዟ䛜῝䛟
᭷㞴䛖䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䜢㎸䜑䛶Ώ䛩䜒䛾䛩䚹
䚷䛂ᑍᚿ䛃䛿┠ୗ䛾ே䛻ᑐ䛩䜛䚷䛚♩䞉ᚰ䛵䛡䚷䛾䛾 㞴䛧䛔䜒䛾䛷䛩䛽䚹
⾲⌧䛷䛒䜛䛣䛸䜢ぬ䛘䛶䛔䛶䛟䛰䛥䛔䚹「寸志」は目上
の人に使うと失礼になってしまう言葉䛺䛾䛷䛩䚹䛚ᐈ 㻌
ᵝ䜔目上・年上の方に何か差し上げる場合は、
「薄謝」
三村店長一口メモ

金封

の

三本松小売部店長三村
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パソコン教室便り

インターネットは危険がいっぱい？？フィッ
シング詐欺について知っておきましょう。

ࠉࠕࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣᛧ࠸ࠖ
ࠉࡑࢇ࡞ゝⴥࢆ୍ᗘࡣ⪺࠸ࡓ
ࡇࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆
ࡢࢽ࣮ࣗࢫ࡛ࡶ,'ࡸࣃࢫ࣮࣡
ࢻࡀఱⓒேศࡶὶฟࡋࡓࠊ
࠸࠺௳ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࣮࢜ࢡࢩࣙࣥࡸࢩࣙࢵࣆࣥࢢࡣ౽
ࡔࡣᛮ࠺ࢇࡔࡅࡶブḭࡀ࠶ࡿࠊ⪺࠸ࡓ
ࡢ࡛㏞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠸࠺ኌࡶࡼࡃ⪺ࡁࡲࡍࠋ

ၿࡋࡓࡢ࡛ࠊ㢳ᐈሗࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋࡇࡕࡽࡽ☜ㄆࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࠸࠺ෆᐜ
࡛ࠊ࣓࣮ࣝ᭩ࢀࡓࣜࣥࢡࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿ
࠸ࡘࡶࡢࣟࢢࣥ⏬㠃ࡀ⾲♧ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࠉ
ࠉ࠸ࡘࡶࡢ⏬㠃ࡔࡽࠊࡘ࠸,'ࣃࢫ࣮࣡ࢻ
ࢆධࢀ࡚ࣟࢢࣥࡍࡿ࣭࣭࣭ࡑࢀࡀᝏ⪅ࡢᡭ
ࢃࡓࡾࠊ㖟⾜ཱྀᗙࢆṇ⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࠉࡇࡢࡼ࠺ࠊಙ⏝ࡢ࠶ࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࡢ
࣓࣮ࣝࢆࡗ࡚ഇ⏬㠃ㄏᑟࡋࡲࡍࡋࠊഇ⏬㠃
ࠉࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣ࠸࠼ࠊேࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲ
ࡶࡼὀពࡋ࡚ぢ࡞࠸ഇ⏬㠃ࡔࡣศࡽ
ࡍࠋࠉ࠸࠺ࡇࡣ⌧ᐇ♫ྠࡌ࡛ブḭ࡞
࡞࠸ࡼ࠺సࡗ࡚࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࢆ⪃࠼ࡿᝏ࠸ேࡓࡕࡶ࠸ࡿࡇࢆ▱ࡗ࡚࠾ࡁࡲ
ࠉ
ࡋࡻ࠺ࠋࡲࡎࡣࠊࡢࡼ࠺࡞ᡭཱྀࡀ࠶ࡿࡢࢆ
ࠉ࡛ࡣᑐฎἲࡣ࣭࣭࣭
▱ࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᅇࡣࠗࣇࢵࢩ
ࠉ,'ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆධຊࡉࡏࡿࡼ࠺࡞࣓࣮ࣝࡀ
ࣥࢢブḭ࠘ࡘ࠸࡚࡛ࡍࠋ
᮶ࡓሙྜࡣࡍࡄධຊࡏࡎࠊࡲࡎࡣメールを送っ
てきたところへ確認しましょうࠋࡑࡢ㝿ࠊ㏦ࡽࢀ࡚
■インターネットに潜む危険
ࡁࡓ࣓࣮ࣝ㏉ಙࡋࡓࡾ࣓࣮ࣝ᭩ࢀࡓࣜࣥ
その１．
フィッシング詐欺ࠉ
ࠉ㔠⼥ᶵ㛵࡞大手ホームページの画面を真似た ࢡࡣࢡࣜࢵࢡࡏࡎࠊ直接そのホームページへ行っ
偽画面を作り、
そこにIDとパスワードを入力させて、 てから問い合わせますࠋࠉ
ࠉࡼࡃヰ㢟ࡢࡰࡗ࡚࠸ࡿブḭࡢᡭཱྀ࡛ࡍࡢ
IDとパスワードを盗む手口࡛ࡍࠋ
࡛ࠊẼࢆࡅࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉࡓ࠼ࡤࠊ࠶ࡿ᪥࠸ࡘࡶ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㖟⾜
ࡽ࣓࣮ࣝࡀᒆࡁࡲࡋࡓࠋࠕཱྀᗙࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᨵ

国語教室便り
書けているかな？−
−夏休みの「読書感想文」
、書けている
ࠉࠕᅜㄒᩍᐊ࡛ࠖࡣࠊㄞ᭩ࢆࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠉࠕᅜㄒᩍᐊ࡛ࠖࡣࠊㄞ᭩ࢆࡍ
సᩥࡢ࠾ᡭఏ࠸ࡶࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࠉ≉ࠊኟఇࡳࡢᐟ㢟ࠕㄞ᭩ឤᩥࠖࡣࠊ᭩ࡃ
ࡢࡀኚ࡛ࠊ࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸ࡢࡇࡲࡗ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇ㸟㸽
ࠉࡑࡇ࡛ࠊᩍᐊ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿㄞ᭩ឤᩥࢆ᭩ࡃ
ࢥࢶࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ㸦㹜㸫㹜㸧
1.何度も読み返す
（最低でも２回〜３回）
2.あらすじをかく
3.どこがおもしろかったのか
4.なぜおもしろく思ったのか
5.自分ならどうするのか
6.そこから学んだことや これからどうしたいのか、
またこの本は何を伝えたかったのか
ࢆ⪃࠼ࠊ᭩࠸࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
ࠉ࡛ࡶࠊࠕ࠼࣭࣭࣭㸰ࠊ㸱ᅇࡶᮏࢆㄞࡴࡢ࣭࣭
࣭ࠋࡸࡔࡼ B ࠖᛮ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ㸽
㸦➗㸧
ࠉࡑ࠺࡞ࢇ࡛ࡍࠋឤᩥࡗ࡚ࠊ㸯ᅇᮏࢆㄞࢇࡔ
ࡔࡅࡌࡷ࠵ࠊ᭩ࡅ࡞࠸ࢇࡔ࡞࠵ࠊṧᛕࡔࡅࠋ

ࠉࡑࢀࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ࡚࠸ࡡ࠸࡞Ꮠ
࡛ࠊసᩥ⏝⣬Ύ᭩ࡋ࡚࠸ࡗࡕࡷ
ࡔࡵࡔࡼࠋ
ࠉࡲࡎࡣࠊୖࡢ㸯㹼㸴ࡢࡇࢆࡼ
ࡃ⪃࠼࡚ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⣬᭩ࡃ
ࡇࡽࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡍࠋ
ࠉ᭩࠸ࡓᩥ❶ࡣఱᅇࡶㄞࡳ㏉ࡋ࡚ࡳ࡚㸟
ࠉࡑࡢᮏࢆㄞࢇࡔࡇࡀ࡞࠸ேࡶࢃࡾࡸࡍ
࠸ᩥ❶࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊẼࢆࡘࡅ࡚ࡡ㸟
ࠉࡉ࠵ࠊࡕࡻࡗࡣࢥࢶࡀࡘࡵࡓ࡞㸽
ࠉ᭩ࡃࡢࡀⱞᡭࡔࡗࡓᏊࡶࠊࠕᅜㄒᩍᐊ࡛ࠖㄞ
᭩ឤᩥࢆ᭩࠸࡚Ꮫᰯ௦⾲㑅ࡤࢀࡓᏊࡶ࠸ࡿ
ࡽࠊኵݜ
ࠉ࡛ࡶࠊࡸࡗࡥࡾ㞴ࡋ࠸࡞࣭࣭࣭ᛮࡗࡓࡽࠊ
ࠉࠕᅜㄒᩍᐊ୍࡛ࠖ⥴సᩥࢆ᭩࠸࡚ࡳࡲࡏࢇ
㸽
ࠉがんばって、早く宿題をすませて、楽しい夏休みを
過ごしてくださいね♪
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Natural Hi(ナチュラルハイ)
ࠉࡶࡶࠊ෭
ࠉ

昭

カフェレストラン



ᗜࡢ⡿ⶶࡔࡗࡓࡏ࠸
ࠊኟࡣᾴࡋࡃࠊ

ࠉ
ࢆᛮ࠸ฟࡍࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ⣲ᩛ࡞࢝ࣇ

ࡣᬮ࠸ᘓ≀ࡢࡘࡃ
ࡾࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋே

࢙࡛ࡍࠋⱝ࠸ኵ፬ࡀ⤒
Ⴀ ࡋ ࡚ ࠸ ࡲ ࡍ ࡀ ࠊよく
ここまで昭和にこだわったことに感心ࡋࡲࡍ
ࠋࡢ௦ࠊ⣲ᩛ࡞࢝ࣇ࢙ࣞࢫࢺࣛࣥࡀ
⃭ῶࡋ࡚࠸ࡿ୰ࠊ㈗㔜࡞ࢫ࣏ࢵࢺ࡛ࡍࠋ
デートにも最適࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ࠉࡶࡶࠊ㐀⏣ᆅᇦࡢ⡿ࡢⶶࢆᨵࡋ
ࡓࡶࡢ࡛ࠊእ┠ࡣ࢝ࣇ࢙ࣞࢫࢺࣛࣥ
ࡣ࡚ࡶุ᩿࡛ࡁࡲࡏࢇࠋሙᡤࡣ㛗ᑿ
ᚿ ᗘ ࢆ ⤖ ࡪ ⾤ 㐨 ἢ ࠸  ࠶ ࡾ ࡲ ࡍ ࠋ 看 板も
なく、見 落としてしまいますので注 意 ࡋ ࡚ ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋ
ࠉᗑෆධࡿࠊࡢ௦࠸ࡗࡁࡻ
ࢱ࣒ࢫࣜࢵࣉࡋࡲࡍࠋ
ࠉᗑෆࡣ〄㟁⌫࡛ࠊ࡚ࡶࣞࢺ࡛ࣟ⣲ᩛ
࡞࢝ࣇ࢙࡛ࡍࠋ
ࠉ㞧㈌ࡶᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛵ಀࠊᏊ౪ࡉ
ࢇࡣධᗑ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ ࣋ࣅ࣮࣮࢝2.

ࡔ ࡅ ࡛ ⤒ Ⴀ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡓ ࡵ ࠊランチの 場 合
は予 約をされるこ
とをおすすめࡋࡲ
ࡍࠋ

ࠉࣛࣥࢳࡣ࠾⫗
࠾㨶ࡢ㸰✀㢮
ࡽ㑅ࡲࡍࠋ
ࠉࡇࡢ᪥ࡢ࠾㨶
ࡢ࣓ࢽ࣮ࣗࡣࠊ
・鯛のソテー・おろし大根さっぱりソース
・なすの煮びたし
・十五穀米・オクラの胡麻和え
・サラダ・お味噌汁・ドリンク࡛ࡋࡓࠋ

８５０円 ࡛ࡍࠋ
ࠉࡲࡓࠊᮏ᪥ࡢࢣ࣮࢟ࠊࢩࣇ࢛ࣥࢣ࣮࢟
࡞ࡍ࡚ᡭసࡾࡢࢫ࣮ࢶࡶᴦࡋࡵࡲ
ࡍࠋ

Natural Hi(ナチュラルハイ)

0879-52-1195
ࡉࡠࡁᕷ㐀⏣ᐑす
Ⴀᴗ㛫ࠉࠉ㹼
ࣛࢫࢺ࣮࢜ࢲ࣮
ᐃఇ᪥ࠉ᭶᭙᪥ࠉ➨୍᪥᭙᪥ࠉ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
ࠉ

編
集
後
記
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