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ライブラリーオブザイヤー2015大賞受賞の理由の一つに郷土資料室

の活動があります。 

今回は郷土資料室で開催している「はじめての古文書」講座を紹介

します。“古文書”はおもしろい…。 

「幕末の志士の手紙を読んでみたい」、「自分の家に残され

ていた古文書を読みたい」  

 くずし字が書かれた紙を手に郷土資料室へ尋ねてくる方が

多くあります。古文書から地域の歴史を学びたいという利用

者の声を多く耳にしてきましたが、実際には、初歩的な勉強

ができる講座は少なく、古文書を読み解くハードルは高かっ

たと思います。 

 5月より古文書初心者向けに「はじめての古文書」講座を月

１回開催し、数字や日付、人名・地名などの一文字ずつのく

ずし字を郷土資料室職員が丁寧に解説しています。むずかし

そうで取っ付きにくいと思われがちな古文書ですが、テキス

トには多治見に残された古文書を使用するなど地域の歴史を

とりいれた内容です。毎回30名ほどの参加者があり、たまに

は古文書の実物も見てもらいながら、「地域の資料なので親

しみを持ちながら勉強できる」、「ゆっくりしたペースの講

座なのでわかりやすく、楽しい」と、楽しく進めています。 

 古文書にチョット興味のある方は「はじめての古文書」講

座をのぞいてみませんか？ 

郷土資料室 はじめての古文書 

「はじめての古文書」講座は 各回でご参加できます 

お気軽にご来館ください 
 

 

 ■ 会場：ヤマカまなびパーク 4階 学習室402  

 ■ 日時：毎月第２土曜日 10:30～11:30 

 ■ 講師：多治見市図書館郷土資料室職員 

 ■ 参加費：無料 ■ 持ち物：筆記用具 ■ 申込み：不要 

 [これからのカリキュラム] 

 12/12（土）地名を読む  1/  9（土）表題を読む 

  2/ 13（土）文章を読む①    3/ 12（土）文章を読む② 
 

 お問合わせ：多治見市図書館郷土資料室 

 ☎ 0572-23-3783（開室時間 火～土曜日10時～17時） 

 

多治見市図書館は Library of the Year 2015 大賞 を受賞しました 



Library of the Year 2015 大賞受賞 レポート 
ライブラリー オブ ザ イヤ― 

■ プレゼンテーション 

 最終選考会は、優秀賞に選ばれた4機関が審査員や来場者に

向けて（第3者のプレゼンターによる）プレゼンを行います。多治見

市図書館のプレゼンターは小嶋智美さん（Independent Librarian）

が務めてくださいました。 

 [司書が足で稼ぐ]  

 小嶋さんのプレゼンは陶磁器資料コレクションの他に「司

書が足で稼ぐ＝精を出して励む」をテーマにして、郷土資料

室の取り組み、地元NPO（カフェ）やギャラリーとのコラボ

レーションを紹介するものでした。 
 

■ 審査発表 

 最終選考は、審査員6票＋会場来場者1票から行われ、ま

ず、会場票の獲得として多治見市図書館の名前が呼ばれまし

た。審査員票をあわせて多治見市図書館（審査員2票＋会場1

票）と塩尻市立図書館/えんぱーくが3票と票を分け合いまし

たが、審査委員長に判断が委ねられ、審査委員長から「会場

票をとった多治見市図書館が大賞」と発表がありました。 
 

■ 大賞受賞にあたって  

 今回の受賞では「陶磁器資料コレクション」を高く評価し

ていただきました。美濃焼の街の図書館として、地域の宝で

ある陶磁器産業や文化を大変誇りに感じています。またそう

した多治見の魅力を発信できる図書館を更に目指してまいり

ます。 

■ 読書会 12月6日（日）14:00～16:00 学習室101 

 一緒に読書の時間を楽しみます。 

        多読と私（Jugemuさん  60代男性）  （ ⇒ 前号からのつづき ） 

英語多読の世界を広げる 

また、同じ部屋に集まってそれぞれが自分の選んだ本

を読むという企画の「読書会」も楽しいです。読んで

いる間はお互いに話をするわけでもありませんが、同

じ空間で共通の趣味を楽しんでいるという雰囲気にな

んとなく「連帯感」を感じます。 

 毎日の生活の中に新たな楽しみを味わう機会を与え

ていただいた図書館の職員の方に感謝しながら、今日

も多読を楽しんでいます。 
 

他の人がそれぞれ色んなことを思いながら読んでみえる 

自分と同じ趣味を楽しんでみえるということを感じるのが 

とても嬉しいです 
 

 一人で読むだけでなく、月１回開かれる交流会（多読クラ

ブ）や読書会も楽しみです。交流会は参加者がそれぞれ自分

が読んでいる本を紹介します。正直なところ紹介された本を

「それなら自分も読んでみよう」と思うことはあまりありま

せんが、他の人がそれぞれ色んなことを思いながら読んでみ

える、自分と同じ趣味を楽しんでみえるということを感じる

のがとても嬉しいです。 

■ 多読クラブ 12月25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。 

 陶磁器資料コレクションコーナーは、研究者、生

産者、陶芸家、陶芸を学ぶ学生、消費者、愛好家の

様々な視点から資料を収集し、独自の分類を設けて

きました。これは、地元の陶芸家の方に教えていた

だいた「陶磁器は総合芸術である」という考えが

ベースになっています。“美濃と瀬戸”、“図録”、“陶

芸論”、“技法”…、“作陶”、“暮”…、このコーナーのた

めに、地元の陶芸家の方々や利用者の皆様、全国の

博物館、美術館、ギャラリー、百貨店…は、図録や

展覧会のパンフレット等を快く提供してくださいま

した。これらが重なり８千点規模の充実したコレク

ションになりました。 

 市民の方々と育ててきたこのコレクションを誇り

に思います。 

 常に多治見のまちの宝は？残していくべきものは

何か？そのことを考え、地元の方々のお力やお知恵

をお借りすることで、今回のLoY2015大賞の受賞に

つながりました。 

 ご支援をいただきました皆様に厚く御礼を申し上

げるとともに、今後ともご支援ご協力をお願いでき

れば幸いです。 
     

                       職員一同 

 第17回図書館総合展にて、Library of the Year(LoY)2015最終選考会が公開開催（ 11月12日（木））されました。 
 優秀賞に選ばれた4機関（くまもと森都心プラザ図書館、塩尻市立図書館/えんぱーく、B&B、多治見市図書館）のプレゼンテーションと

ディスカッションが行われ多治見市図書館の大賞が決定しました。 

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 
◇ 大沢在昌特集（12/6まで） 

◇ 不思議の国のアリス誕生150年（12/16まで） 

◇ しらべよう！かざろう！クリスマスの本（12/25まで） 

◇ クリスマスのえほん（12/25まで） 

◇ クリスマスとサンタさん本（12/25まで） 

◇ 政治ってなんだろう？（1/31まで） 

◇ 中学生がオススメする本 

 ずいぶん昔のことだけれど、あるテレビ番組の視聴者プレゼントに「秋の夜長セッ 

ト」という楽しげな企画がありました。本やら夜食やら天体望遠鏡やら、ちょっとワ 

クワクさせられる内容のプレゼントが並べられていて、「そうか、秋の夜長って楽し 

いものだな。」と、その時開眼しました。暗くて、落ち着いていて、好きなことにじっくり取り組むのにはとても良

い季節。そんな夜にこちらの絵本などはいかがですか？ 

 原題は『The Stranger』。夏が秋へと移り変わってい

く頃は、お百姓のベイリーさんの一番好きな季節。 

トラックではねたと思ったのは鹿ではなくて、人間？

隠者？この人は一体だれ？オールズバーグの描くベイ

リーさんの農場の、その年の秋は特別に美しい。私が

一番好きな絵本です。 

『名前のない人』  

C・V・オールズバーグ /絵と文   

村上春樹 /訳 

E/バン 

 きっとものすごく有名な名作絵本なのでしょう、多読を通

して初めて知りました。 

 私達日本のカエルたちは、こんなに人生を豊かに生きてい

るでしょうか？柔らかい描線に茶と緑で彩色された挿絵が優

しく楽しく、ローベル氏ご本人が朗読されている付録CDも

また絶妙です。原語で読めて原作者の朗読付きの本です。                     

                    （Ｈ.Ｋ） 

『Frog and Toad Are Friends』 
Arnold Lobel  /著   

837.7/ICR/43 

◇ 今年の漢字（12/16まで） 

◇ 昭和のメルヘン作家（12/16まで） 

◇ がんのことを知ろう！（12/16まで） 

◇ 冬を彩る音楽（12/27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 

おはなしの会 クリスマス会 

２階 ３階 

    『Frog and Toad Are Friends』は 英語多読資料「 I Can Readシリーズ（ICR）」になります 

     －  その他の「Frog and Toad」 －  

     『Frog and Toad All Year』     837.7/ICR/44   『Frog and Toad Together』 837.7/ICR/45 

     『Days With Frog and Toad』837.7/ICR/46   （付録CD） 『Frog and Toad Audio Collection』     

おはなしのふくぶくろ 
           職員が選んだおススメの絵本を 

          テーマごとに袋につめ、貸出を行い 

          ます。何が入っているかはお家に 

          帰ってからのお楽しみ。 

          冬休みに絵本を楽しみましょう。 

12月18日（金）から 絵本コーナーにて 

※なくなり次第終了 



[ 年末年始の予定] 
 12/26（土）  開館 10:00～18:00   1/1（金）休館日 

 12/27（日）  開館 10:00～18:00   1/2（土）休館日 

 12/28（月）休館日          1/3（日）休館日 

 12/29（火）休館日          1/4（月）休館日 

 12/30（水）休館日   1/5（火）開館 10:00～20:00 

 12/31（木）休館日   1/6（水）開館 10:00～20:00 
 

[年末特別貸出] 

 12/15（火）から12/27（日）までの 

貸出期間は 3週間 になります。 

12月行事カレンダー 
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      お母さんと赤ちゃんのためのおはなしの会 
    

 
     

 

  たじみ多読を楽しむ会 
  

      読書会                      多読クラブ      
    
 
 
 
 
 
 
 
 

     おはなしの会   
       
 
 
 
      

     はじめての古文書講座 
 
 
  
 
 
 
 

 休館日 
 

   12/7    (月)   ・ 12/14   (月)   ・12/17   (木)   ・12/21（月） 
   12/28  (月）・ 12/29（火）・12/30（水）・12/31（木） 
 

休館中の返却は、返却ポストをご利用ください。 

※AV資料、大型本（美術・芸術・写真集等）・陶磁器関係の 

 資料はポストへは入れないでください。 

□  時間：13:00～ □  場所：保健センター  

□  12/2（水）・ 12/9（水） 

□  時間：11:00～ □  場所：ヤマカまなびパーク1階 

□  12/10（木）・ 12/24（木） 

□   12/6（日）                    □   12/25（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 

□  12/12（土） 

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

□  12/12（土） 

1 火     

2 水  ブックスタート 13:00～   

3 木     

4 金   

5 土  おはなしの会クリスマス会 14:00～   

6 日  英語多読 読書会 14:00～ 

7 月    休館日 

8 火    

9 水  ブックスタート 13:00～  

10 木  お母さんと赤ちゃんのためのおはなしの会  11:00～    

11 金      

12 土 
 はじめての古文書講座 10:30～   

 おはなしの会 14:00～ 

13 日            

14 月   休館日 

15 火     

16 水   

17 木  休館日 

18 金   

19 土     

20 日     

21 月   休館日  

22 火    

23 水     祝日開館日 

24 木  お母さんと赤ちゃんのためのおはなしの会 11:00～      

25 金  英語多読クラブ 18:30～ 

26 土 

27 日   

28 月   休館日 

29 火   休館日 

30 水   休館日 

     

31 木  休館日 

「トシコシドクショ」を開催します 
 

 

             年末の特別貸出期間中に 

            読破したい読み応えのある 

            資料を各フロアの棚で紹介 


