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私の図書館時間
私の図書館時間は次のようでした。
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が、いま読むと不思議とすっと入って
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しいですが…）。
私の読書体験 １

最初から読まないこともある

評論だと、小林秀雄『X への手紙』、

以上、私の図書館利用法、読書法を、体験を交えつつ紹介しました。言いた
いことは、( 周囲の迷惑にならない等のルールさえ守っていれば ) 図書館は
好きなスタイルで利用していいということ、読書も決まったやり方はなく、
流し読みでもつまみ読みでもあとがきから読んでもいい、ということです。
ぜひ自分なりのスタイルで図書館時間を楽しんでください！

（※１）幻冬舎のサイトより

https://www.gentosha.co.jp/book/b2275.html

（※３）青空文庫より

（※２）新潮社のサイトより

https://www.shinchosha.co.jp/book/100604/

（※４）電撃文庫のサイト

https://www.aozora.gr.jp/cards/000035/ﬁles/2282̲15074.html
https://dengekibunko.jp/product/sao/200903000507.html
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