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多治見市図書館 ∣ 検 索 

 多治見市図書館は、“くまもと森都心（しんとしん）プラザ図

書館”（熊本県熊本市）、“塩尻市立図書館/えんぱーく”（長野県

塩尻市）、“B＆B”（書店；東京都世田谷区）の3機関とともに 

Library of the Year 2015 優秀賞に選ばれました。この4機関の

中から、最終選考会（11月12日（木）パシフィコ横浜）を経て、今年

度の Library of the Year  大賞が決定します。 
 

■ Library of the Yearとは 

 NPO法人知的資源イニシアティブ（IRI）が企画・運営し、

これからの図書館のあり方を示唆するような先進的な活動を

行っている機関を表彰するものです。最近の1～3年間程度の

活動を評価対象とし、今年は、27の施設、団体、サービスの

中から4機関が選ばれました。 
 

■ 多治見市図書館の評価ポイント 

 「多治見市図書館の『陶磁器資料コレクション』の取り組

みは、地域の産業に根差し、ビジネス支援・産業支援として

本来図書館が取り組むべき課題に明確に向き合っている。特

に収集が難しいミュージアムやギャラリーの図録を数千点規

模で収集しており、この“司書が足で稼ぐ”収集活動のありよう

は他の図書館にとって極めて示唆的である」と高い評価を得

ました。 

優秀賞受賞館のエール交換企画展示を開催 
 期間：11月18日（水）まで   場所：図書館3階 
 

■ 他機関の評価ポイント 

くまもと森都心プラザ図書館 

 一般的なお話会等にとどまらず、図書館活用セミ

ナーや写真展・展示会、試飲会等、従来の図書館の

枠にはまらない事業を展開し、かつ図書館機能と連

動させていることは、これからの図書館の可能性を

打ち出すモデルとなっている。 
 

塩尻市立図書館/えんぱーく 

 単なる図書館単独施設ではなく、一体的な組織運

営も含め塩尻を中心とした周辺地域の市民交流機能

をあわせ持っている。これからの時代の地方都市に

おける文化施設のあり方を端的に示している。 
 

B&B 

 開店して以降、従来の書店のあり方に大きな波紋

を投じる経営、企画は、地域コミュニティと密接に

関わっており、図書館からも注目を集めている。 

          

    多治見市図書館 は 

Library of the Year 2015 

         最終選考に挑みます 
ライブラリー  オブ  ザ イヤ― 



多治見レトロ写真セットの貸し出しをしています 
 

郷土資料室所蔵の多治見の昔の写真をパネルにし、駅・列車、商店街、観光地などさまざまなテーマでセットにしています。イベン

トや施設などで掲示をしたり、福祉施設でもご活用いただけます。貸し出し、写真内容については図書館郷土資料室まで問い合わせ

ください。 

郷土資料室 0572-23-3783 

ヤマカまなびパーク4階  開室日時  火曜～土曜 10:00～17:00 ※祝日は休室 

～ 図書館巡回文庫 ～ 
昭和40年代 諏訪町にて  家事の合間に巡回文庫にやってきた主婦たち  

図書館の郷土資料室では、多治見の写真資料を数多く所蔵していま

す。このコーナーでは、図書館に所蔵している写真資料を使って、

昔の人々の暮らしを紹介していきます。 

多治見レトロ写真館 

多治見市図書館 郷土資料室  

 昭和37年（1962）に県下で初めての試みとして、多治見市図書

館は市連合婦人会と共催で婦人学級文庫を開設しました。読書意欲

をもちながら図書館まで行かれない人を対象として本を届けるのが

ねらいで、当初はスクールバスを巡回用の自動車にあてていまし

た。翌38年（1963）から専用自動車によって市内に数か所のス

テーションを置き巡回しました。また昭和47年（1972）～55年

（1980）までの夏休み期間中には、廿原・三之倉・諏訪町の児童を

対象として、子どもの本を貸し出す「緑陰図書館」が開かれ、遠隔

地の子どもへのサービスもされていました。 

 

■ 読書会 11月1日（日）14:00～16:00 学習室101 

 一緒に読書の時間を楽しみます。 

■ 多読クラブ 11月27日（金）18:30～19:30 サンルーム 

 おすすめ本の紹介や情報交換を行います。11月は「Gift

（贈り物）」をテーマに交流を深めます。 

英語多読実践者の皆様からたくさんのレポートが寄せられるようになりました。 

さあ！皆さんも一緒に英語多読をはじめませんか！         
 

                   多読と私（Jugemuさん  60代男性） 

英語多読の世界を広げる 

分にとってやさしいレベルからスタートしたことは正解

だっと思っています。Oxford Reading Treeシリーズを228

冊全て読み終えると多読のコツもかなりわかってきたよう

で、次は少しレベルの高いMacmillan Readersシリーズに取

りかかり、現在80冊ほど読みました。このシリーズは、

Little Women（若草物語）、A Tale of Two Cities（二都物

語）、Jane Eyre（ジェーン・エア）、The Man in the Iron Mask

（鉄火面）、A Christmas Carol（クリスマスキャロル）といっ

た、日本でも有名な本のretold版も多く、楽しく読み進め

られます。（ ⇒ 次号へつづきます ） 
 

□ Jugemuさんのおススメ 

 『Macmillan Readers シリーズ (MMR)』 163冊   YL.0.8～4.5 

 定年で退職してからなぜか英語に興味を持ち、テレ

ビで英語アニメ「リトル・チャロ」を見て、週刊新聞

Asahi Weeklyを購読し、「NHKニュースで英会話」でリ

スニングの練習をし、時々英検を受験したりしてきま

した。そんな時、図書館に英語多読コーナーができた

ことを知り、そこで、「多読クラブ」のチラシをみて

交流会に恐る恐る参加しました。 
 

自分にとってやさしいレベルからスタートしたことは 

正解だっと思っています。 

 高校時代からO‘Henryの短編小説（日本語訳）が好きで

入手できるものはほとんど読み、いつかは原書で読み

たいと思っていましたが、そのレベルにすぐ手を出す

のは控えて多読クラブで勧められるままにYL度の低い

Oxford Reading Tree（オックスフォード リーディング ツリ―）

シリーズから読み始めました。最初のレベルはとても

やさしくて5分程度で読み終わってしまうのですが、自 



多治見市図書館  

今月のオススメ 

～素敵な本との出会いを紹介します～ 展示企画 
◇ もしものときに… 災害のほん（11/18まで） 

◇ アメリカってどんな国（11/18まで） 

◇ 不思議の国のアリス誕生150年（11/18まで） 

◇ やってみたいなこんなしごと（11/29まで） 

◇ 大沢在昌特集（12/6まで） 

◇ スベトラーナ・アレクシェービッチ氏 

          ノーベル文学賞受賞記念展示 

◇ 実習生特別展示 

今日あなたは、昼食をちゃんと食べましたか？ それは誰と食べましたか？ 

外食・社食・まかない・お弁当…、かたちはそれぞれ違っても、働く人にとってラ

ンチは楽しみなものです。料理を作る人やお店で働くひとの愛情を感じ、働く活力

も生まれます。働いていれば必ず食べる“昼食”を扱った本を紹介します。 

しっかり昼食を食べて、昼からもガンバっていきましょう!!  

 “仕事の数だけ昼がある 働く人の数だけサラメシが

ある” 

 ブルーインパルスチームを支える健康体力管理メ

シ、一汁一菜の修行メシ、とうがらしマスターの実験

メシ…、21組の働く人々のランチを紹介しています。  

 いろんな仕事の内容と共に紹介されたランチの写真

はどれも美味しそうで、また働いているときと違うく

つろいだ彼らの表情も一見の価値があります。                       

『サラメシ』  
 

学研パブリッシング /編 

498.5/ｻﾗ   

 輸入雑貨商、井之頭五郎が食べ歩く、実在の店のメ

ニューの数々。 

 仕事の合間に、ランチ時を避けて１人もくもくと食

べるゴローさんは文字通り「孤独」ですが、心の中は

とても雄弁です。探して尋ねたくなるような彼のグル

メリポートも魅力的ですが、彼の丈夫な胃袋もうらや

ましいかぎりです。 

 各界の著名人の通い詰めたお店の『あの人の愛した

昼飯の店』、平凡なサラリーマンが23年間イラストと

共に毎日記録した『シノダ課長のごはん絵日記』も合

わせて、ぜひご覧ください。        

                    （H.K） 

『孤独のグルメ① ②』 
 

久住昌之・谷口ジロー /著 

726.1/ﾀﾆ   

◇ 秋のバラ（11/13まで） 

◇ 秋・おでかけしませんか（11/18まで） 

◇ ライブラリーオブザイヤ―2015 

      優秀賞受賞館のエール交換（11/18まで） 

◇ 飯碗でもっとおいしいごはん（11/18まで） 

◇ 昭和のメルヘン作家（11/30まで） 

◇ がんのことを知ろう！（12/16まで） 

わらべうたや読みきかせ、パネルシアターを開催します。

サンタさんからのプレゼントもあります。 

12月5日（土）13:30開場 14:00開演   

7階 多目的ホール 入場無料 

※対象は小学校低学年ぐらいまでになります 

民話などの彩り豊かな世界を声にのせてお届けします。 
(指導：いちかわあつき） 

11月7日（土）13:00開場 13:30開演 

7階 多目的ホール 入場無料 

お問合わせ たじみ語りの会・藤浪 0572-27-3904 

たじみ語りの会  朗読発表会 おはなしの会  クリスマス会 

２階 ３階 



[ 11月20日は「たじみ子どもの権利の日」です ] 
 子どもの権利って？ 

すべての子どもが、安心して いきいき のびのび 心豊かに育つこと 
 

○た のしくくらす  ○じ ぶんをたいせつにする  ○み んなとなかよくする 

一人ひとりの子どもが自分の人生の主人公として、健やかに育っていくた 

めに最もいいことは何か、子どももおとなもいっしょに考えてみましょう。 

11月行事カレンダー 
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 休館日 
 

   11/2    (月)   ・ 11/9    (月)  ・ 11/16   (月) ・11/19（木） 
   11/30  (月） 

□  時間：13:00～ □  場所：保健センター  

□  11/4（水）・ 11/11（水） 

□  時間：11:00～ □  場所：ヤマカまなびパーク1階 

□  11/12（木）・ 11/26（木） 

□   11/1（日）                    □   11/27（金） 

□  時間：14:00～           □  時間：18:30～ 

□  場所：ヤマカまなびパーク1階   

□  時間：14:00～        □  場所：ヤマカまなびパーク2階 

□  11/14（土）・ 11/28（土） 

  サポートチェアーを用意しました 
  

 身体の不自由な方や高齢者の方は、低位置の資料を探す際に

膝を曲げて屈むことには負担があり、大変な不便をかけていま

した。屈むことへの負担を軽減するサポートチェアーを棚に近

い場所に配置しました。 

これッ 本 が 

□  時間：10:30～        □  場所：ヤマカまなびパーク4階 

□  11/14（土） 

図書館サービスに関するコラム 

1 日  英語多読 読書会 14:00～   

2 月   休館日  

3 火     

4 水  ブックスタート 13:00～ 

5 木    

6 金   

7 土     

8 日    

9 月   休館日 

10 火     

11 水  ブックスタート 13:00～    

12 木  お母さんと赤ちゃんのためのおはなしの会  11:00～  

13 金            

14 土 
 はじめての古文書講座 10:30～   

 おはなしの会 14:00～ 
 

15 日     

16 月  休館日 

17 火   

18 水   

19 木   休館日  

20 金     

21 土     

22 日    

23 月     祝日開館日 

24 火       

25 水   

26 木 

27 金  英語多読クラブ 18:30～ 

28 土  おはなしの会 14:00～  

29 日    

30 月   休館日 

 お母さんと赤ちゃんのためのおはなしの会 11:00～    

 多治見の街道  ～下街道～  の 

      看板を設置しました 
 豊岡駐車場の入口付近に、恵那大井宿の西にある槇ケ

根から、瑞浪、土岐、多治見を経由し名古屋へ通じる脇

往還「下街道」を記した看板を設置しました。周辺の史

跡も紹介しています。 

街歩きの拠点に豊岡駐車場 
   とりやす  イスッ 


