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2022 かもめ通信

特別号
森鷗 外関連書 籍
セレクトフェア

6 月1日（水）〜 7月 31日（日）
当館スタッフお勧めの書籍を集めたブックリ
スト「森鷗外に近づく100 選」を元にセレクト
したブックフェアを、文 京区内・都内の書店
で開催。森鷗外作品のほか、親しみやすい関
連書籍を揃えました。参加書店は当館ホーム
ページ、下記 QRコードからご確認ください。

鷗外を探しに 書店をぷらりスタンプラリー

6 月1日（水）〜 7月 31日（日）

スタンプ取得方法

参加書店 2 店と、文京区立森鷗外記念館
特別展「読み継がれる鷗外」観覧のスタンプ 3 つで
「ぷらりバッグ」を1つプレゼント！

1

スタンプラリー参加書店1店舗目で対象書籍
合計10 0 0 円以上購入すると1スタンプ

2

スタンプラリー参加書店 2 店舗目で対象書籍
合計10 0 0 円以上購入すると1スタンプ

★書店スタンプは異なる書店
2店で取得してください
★
「ぷらりバッグ」引換は文京
区立 森鷗 外記念館のみと
なります
★対象書籍、実施期間は参加
書店によって異なります

文京区立森鷗外記念館で、特別展

3 「読み継がれる鷗外」を観覧すると1スタンプ
■「ぷらりバッグ」引換期間

■参加書店

6 月1日（水）〜 7月 31日（日）

※4月現在（最新情報は当館ホームページをご確認ください）

10 時 〜 18 時

宿本店・国分 寺店・笹塚 店・西武渋谷店・玉 川高島

■「ぷらりバッグ」引換場所
※画像は
イメージです

しおりの裏面にスタンプを集めて文 京区立 森鷗 外記念 館へお持ち
ください。3つのスタンプを集めた方に「ぷらりバッグ」を差し上げます。

あおい書店春日店、往来堂書店、紀伊國屋書店（新

文京区立森鷗外記念館
1階受付

屋店）、東京大学生協（本郷・駒場）、plateau books、
文京堂書店、Pebbles Books、芳文堂書店、丸善（メ
トロ･エム後楽園店、お茶の水店）ほか（50 音順）

※数量限定、なくなり次第終了

最新の参加書店情報は

※休館日は引換できません

こちらからご確認ください！

［休館日］6月27日（月）／

https: //moriogai-kinenkan.jp

6月28日（火）／ 7月26日（火）

★しおりは参加書店、記念館で配布します（数量限定） ★「ぷらりバッグ」はなくなり次第終了

交通案内
電車
・東京メトロ千代田線「千駄木」駅

1番出口徒歩 5 分

・東京メトロ南北線「本駒込」駅

1番出口徒歩10 分

・都営三田線「白山」駅
・JR 線 / 京成線「日暮里」駅

A３番出口徒歩15 分
西口徒歩15 分

バス

〒113- 0 0 22 東京都文京区千駄木1-23-4
Tel 0 3-3 824-5 511 / Fax 0 3-3 824- 0123

・都営バス草 63 番系統「千駄木一丁目」下車 徒歩１分

■開館時間 10時〜18時（最終入館は17時30分）

・都営バス上 58 番系統「団子坂下」下車

■休館日

徒歩 5 分

・B ーぐる千駄木・駒込ルート
「19 特養ホーム千駄木の郷」下車

※第4月・水曜日が休館の月あり
徒歩 5 分

※ 一 般の駐車場がございませんので公共交 通機関を
ご利用ください。

毎月第4火曜日（祝日の場合は開館し翌日休館）
年末年始（12月29日〜1月3日）及び展示替期間、
燻蒸期間等

https: //moriogai-kinenkan.jp
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Ϗϋϩγθʁ23.8 ϱο
࠹մౕʁ1920 x 1080 ϓϩHD
නࣖ৯਼ʁ༁ 1677 ຬ৯
Ζ͠ʁ250 cd/m²
αϱφϧηφർʤඬ६ʥʁ1000:1
නֱౕࣖʁ178ౕʤԥʥʙ178ౕʤॐʥ
ܙ๑ʁ541 x 455 x 226 mmʤηνϱχ͘࠹߶
͠ʥ
ંକϛʖφʁDisplayPort x 1ɼHDMI x 1ɼUSB-C x 1
ʤ࠹ 65W ుڇڛݱͶଲԢʥ
͕͵ίʖϔϩʁుݱίʖϔϩɼHDMIίʖϔϩɼ
DisplayPortίʖϔϩɼUSB Type-Cίʖϔϩ

1 ຌ USB-C ίʖϔϩͲόʖφ PC Νંକ

υΡηϕϪͶͺుڇڛݱՆ͵ USB type-C αϋένʖ͗ɽUSB-C ίʖϔϩ͗1ຌ͍Ηͻ
υώηͶుڇڛݱΏैుΝ͢͵͗Δɼ߶մౕϑυΨࢻΏ߶ଐυʖνૻΝߨ͑͞ͳ͗ՆͲͤɽ

ժઅఈ࠹నԿ͗؈ୱ͵ SmartImage

SmartImage ͺɼժͶනࣖ͠ΗΖαϱτϱςΝੵ͢ͱυΡηϕϪϏϓΧʖϜϱηΝ࠹నԿͤΖ
ϓΡϨρϕηಢࣙ࠹τέόϫζʖͲͤɽ
αϱφϧηφɼ࠾ౕɼળౕ͗ϠʖχͶԢͣͱࣙಊదͶ࠹నԿ͠Ηɼۅڂద͵υΡηϕϪϏϓΧʖϜϱ
ηΝࣰ͢ݳΉͤɽΦαόϝʖϠʖχΝમͤΖͳɼుྙভඇྖ͚͗͘ࡡ͠ݰΗΉͤɽ

IPS LED ϭχනࣖτέόϫζʖͲժͳ৯Νਜ਼֮Ͷනݳ
IPSυΡηϕϪͺ178/178 ౕ߁ࢻֱΝࣰͤݳΖτέόϫζʖΝࡀ༽͢ɼΆ·ʹֱౕ͖ΔͲ
υΡηϕϪΝݡΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ήͤɽ
ժΝળΏ͖͵৯࠾Ͳ͚ͮ͘ΕͳනࣖͤΖͪΌɼࣺਇɼӫժɼΤΥϔԀལͫ͜Ͳ͵͚ɼ৯ਜ਼֮ΏҲ
ؑͪ͢Ζ͠ΝͶٽΌΖ༽Ͷ࠹నͲͤɽ

˛Ϩϐφϧϔ
ΠϪϱζϚʖχʀΠϪϱζϜήϛίρφ

వಆఴࣖ
Ϛʖχ

ˉ2,552
Ϝήϛίρφ
Sγθ ˉ440
Mγθ ˉ792
Lγθ ˉ1,144
ΠϪϱζϚʖχͺปफΝଁΏ͢ͱɼΝ߁ʓ
͓࢘ΖηοʖϩϚʖχͲͤɽϟϠΏϘϱɼ
ηϜʖφϓΧϱ͵ʹ͞Ή͟Ήͪ͢Νफͪ͢
ΕɼόʖφPCʀνϔϪρφηνϱχͳ͢ͱυηέ
ϭʖέત͝Ͷ࢘༽Ͳ͘ΉͤɽϓρέҒΝ
ඏͲ͘ΖηϨρφ༹Ͳͤɽ

ΠϪϱζϜήϛίρφͺηοʖϩͶహΕ͜ͱป
Ν༙ް͘Ͳ༽ΖϜήϋρφ͘ϛίρφͲͤɽ
ࣙ༟ͶૌΊΚͦͱ͓࢘ΖSɼMɼL̑γθͲͤɽ
MγθͶͺSγθ͗3ݺɼLγθͶͺSγθ͗4
॑ݺΔΗΖϠζϣʖϩઅͤͲܯɽ
ΠϪϱζϚʖχͳૌΊΚͦͱ͕࢘͏͏ͪͫ͜Ήͤɽ

