京都市図書館情報誌

きょうと

本で広がる世界 本でふくらむ夢
平成28年7月発行

図書館で
心豊かに
図書館友の会
「けやき」
さん
（左京図書館）

調べて，
支えて，
楽しんで
京ひがしやま 文学散歩
（東山図書館）
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図書館で心豊かに
皆さんにとって図書館とはどういう場所ですか？本や CD を借りる所ですか？新聞を読
む所ですか？実はそれ以外にも図書館でできることはたくさんあるんです。 今回の特集で

は，もっと役立つ，もっと楽しい，意外に知られていない図書館でできることを紹介します。

調べる

図書館には調べものをするための資料・手段が色々あります

図書館での調べものというと，辞書や事典，過去の新聞を調べたりするものと思われがちですが，それ以外

にも役立つ資料をご用意しています。

・商用データベース：朝日新聞の記事検索，40 種類以上の辞書・事典などの検索が無料でできます。（みらい館，深草，移動図書館除く）
・行政資料：人口などの各種統計のほか，京都市の報告書や計画などの冊子やパンフレットがあります。
・官報：政府の機関紙。 法令の公布や政府関係の人事の発令などが掲載されています。（中央，右京中央，伏見中央，醍醐中央図書館）
・電話帳：全国の電話帳が中央，醍醐中央図書館，近畿圏の電話帳が右京中央，伏見中央図書館にあります。（それ以外は各図書館に
お問い合わせください。）
・地形図：全国の地形図が中央，醍醐中央図書館，近畿圏の地形図が右京中央図書館にあります。
・国立国会図書館デジタル化資料送信サービス：右京中央図書館で，国会図書館がデジタル化した資料のうち，絶版等の
理由で入手困難な資料約 141 万点（2016 年 3 月現在）
を閲覧できます。
図書だけでなく，
貴重な歴史的音源
（政治家の演説，
音楽など）
も聞けます。

レファレンスサービス

図書館で発表会！

調べもののお手伝いをします
図書館職員が図書館の資料や機能
を使って，知りたいこと，調べたい
ことなど，調査研究のお手伝いを
するサービスです。

右京中央図書館
（右京区）

左京図書館での発表会の様子
（左京区）

「○○という画家の作品を見たい」
，
「昔の地図を見たい」
，
「地名の由来を知りたい」
，

図書館の資料を活用した成果を披露する発

「花言葉を調べたい」など，気軽に職員に相談してください。

表会です。平成 29 年 2 月にも開催予定です。

支える

京都市図書館はたくさんの方々に支えられています

図書館ボランティア

行事ボランティア

図書館友の会「けやき」

東山・図書館チーム

各図書館で
書架整理や本の
配架，
修理などの
活 動をしていま
中央図書館(中京区)

す。
長年の活動が
評価され，
今年，
京都府図書館等
連絡協議会より
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表彰されました。
京図ものがたり vol.41

教育長賞を受賞された向島南
小学校図書ボランティア
「夢の国」
さん

地元のボランティアの方々
が各図書館のおたのしみ
会などで活躍しています。

左京図書館での活動の様子

「赤ちゃん絵本ふれあいタ
イム」サポーターのほか，
様々な活動で図書館を支
えています。

東山区が支援する「まちづく
りカフェ＠東山」で，本を通じ
てまちづくりをめざす区民，
東
山図書館，
学生の集まりです。
「本と東山」を結びつけたユ
ニークな
（館外）活動が特徴。

楽しむ
京都市図書館では，定期的に絵本の読み聞かせなどの行事を催していますが，そのほかに各館で工夫を凝ら

した取り組みを行っています。 今年度も様々な行事を予定していますので，館内ポスター，ホームページをチェッ
クしてみてください。

様 々な 催し

醍醐中央図書館
（伏見区）

北図書館
（北区）

山科図書館
（山科区）
：大角氏講演会

中央図書館
（中京区）

赤ちゃん行事

ぬいぐるみお泊まり会

講演会

大人のおたのしみ会

絵本の読み聞かせなど赤ちゃ

おうちから連れてきたぬいぐる

作家の方などの講師をお招きし

朗読会や怪談話など，
いつもの

んと保護者が一緒に楽しめる

みとお話を聞いた後，
ぬいぐる

て，
様々なお話をしていただき

おたのしみ会とは一味違った，

行事を行っています。

みは図書館にお泊りして，
あち

ます。

大人も楽しめる行事です。

京都市図書館全館で定期的に実
施しています。

こち探検します。

〈今後の実施予定〉
山科図書館：8,9,10月
岩倉図書館：9月

〈今後の実施予定〉
中央図書館：8月5日(金)
山科図書館：8月
岩倉図書館：10月

〈今後の実施予定〉
醍醐中央図書館：12月
北図書館：12月

そのほか，
コンサート（中央，
久世ふれあいセンター図書館ほか）や映画会（右京中央，
醍醐中央，
左京図書館）が催されています。

本との 出 会 い

伏見中央図書館
（伏見区）

中央図書館
（中京区）

西京図書館
（西京区）

醍醐図書館
（伏見区）

ブックスタートコーナー

ビブリオバトル

本の福袋

テーマ展示

赤ちゃんと保 護 者 が 絵 本を介

面白いと思った本の魅力を，
5

司書が選んだ本にテーマをつ

季節やニュースに即した，
旬な

してふれあう，
「 京都版ブックス

分で順 番に紹 介し，観 戦 者の

けて福袋にして貸出します。ど

テーマの本を集めて展示しま

タート事業」
で，
保健センターの8

投票で
「チャンプ本」
を決定しま

んな本が入っているかは開けて

す。各図書館，
様々な切り口で

か月健診の際に手渡される絵本

す。春と秋の記念行事で定期的

のお楽しみです。

工夫していますので，
本選びの

を，
いつでも手に取ってご覧いた

に実施しています。

〈今後の実施予定〉
左京図書館：12月
西京図書館：秋

参考にしてください。

だけるコーナーを設置しました。

そのほか，各図書館で１０代のためのティーンズコーナーを設置したり，図書館だよりを発行して皆様と本の出会いをお手伝いしています。
京図ものがたり vol.41
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ご存じですか？使って便利な京都市図書館

その４
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京都市図書館では，障害のある方が気軽にご利用いただけるよう，
色々なサービスをおこなっています。

障害のある方は，お一人２０点まで （そのうち，視聴覚資料は４点まで）

貸出冊数・
貸出期間

１ヶ月間お借りいただくことができます。

中央図書館では，ご自宅まで図書等の無料配送
来館が困難な
障害のある方のために

サービスを実施しています。利用にあたっては，
身体障害者手帳の提示など，利用登録の手続き
が必要です。

視覚などの障害により
活字図書の利用が
困難な方のために

中央図書館では，
「デイジー図書」「テープ図書」 の録音資料，及びデ
イジー図書再生機の貸出を行っています。利用にあたっては，身体障害
者手帳の提示など，利用登録の手続きが必要です。

「デイジー図書」 とは，視覚障害などにより普通の印

➡デイジー図書

刷物を読むことが困難な方のために，
カセットテープ（テー
プ図書） に代わるものとして開発されたデジタル録音図
書です。 デイジー図書を聞くためには，
専用の再生機（プ
レクストーク） が必要です。

ます！
し
入
加
に
」
エ
ピ
中央図書館が「サ

扌再生機

「サピエ」 とは，視覚などの障害により活字図書の利用が困難な方を対象に，デ
イジーデータ等のコンテンツをはじめ，暮らしに役立つ身近な情報など様々な情報
を提供しているネットワークです。 サピエを通じて，全国の点字図書館や公共図書
館など，サピエ加盟館が所蔵するデイジー図書等が利用できるようになります。

この他にも大活字本の貸出，一部の図書館において対面朗読や拡大読書機の設置，点字資料・布絵本の所蔵など，
障害のある方へのサービスをおこなっています。
お問い合わせ
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中央図書館：京都市中京区聚楽廻松下町 9-2

☎ 075-802-3133

図書館の本棚から

1冊

司書がすすめる

この

『ひと皿の小説案内』
あの主人公たちが食べていた，あのひと皿を再現！
著者の作品への愛情と，豊かなイマジネーションがあ
ふれだす，どこから読んでも楽しくておいしい１冊です。
どうぞ，召し上がれ。

ディナ・フリード＊／著
マール社
＊2015年10月発行の第2
版よりダイナ・フリード／著
に変更されています。

たまたま開いた“はじめに”のページに『ハイジ』のおじいさんの黄金に輝くチーズトー
ストの味わいがよみがえってきます，
との文がありました。 私だけでなく，
多くの人があのチー
ズがとろける様子に心ひかれるのだなぁと，嬉しくなってしまいました。
さっそく『ハイジ』のページを開いてみると，
想像していたものとは違う写真が出てきてビッ
クリ。 思わず次のページもめくっていきました。どれもハッと心をうばわれる色とりどりの素
敵な写真ばかりです。
それもそのはず，著者のディナ・フリードは，2012 年に「グラフィック・デザイン・ＵＳＡ」
で 「注目の人」として取り上げられたとのこと。 見ているだけで引き込まれる力強い写真
に納得です。
食卓の写真だけでなく，その食卓場面の本文の抜粋や，その作品に関連した内容が
書かれ，思わず誰かに伝えたくなるような豆知識がのっています。 作品についての新た
な一面を知ることができ，読みが深まること間違いなしです。
取り上げられている作品には，邦訳されていない作品もありますが，著者自らがひと皿
ひと皿をていねいに料理をし，工夫をこらして作られた食卓を見ていると，なんだかどの作
品も読んだことがあるような，不思議な親しみがわいてきます。
あなたのお気に入りのひと皿を見つけてください。（Ｆ）

京図ものがたり vol.41
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図書館の特色紹介
京都市子育て支援総合センターこどもみらい館

子育て図書館
子育て支援総合センターこどもみらい館の３階にある子育て図書館は，その名のとおり「子育て支援」 を目的とした専門
図書館で，絵本や紙芝居，育児書，保育専門書，子ども向けのＣＤ，ＤＶＤなどを中心に約 29,000 点を所蔵しています。
また，こどもみらい館は，親子で工作を楽しんだり，子育てに関するさまざまな知識や方法を学んだりする 「子育て講座」
を開催しているほか，
乳幼児を対象として気軽に子育て相談ができ，
大型遊具や木製のおもちゃで遊べる 「こども元気ランド」
もあります。 広い竹間公園も隣接し，屋外で遊ぶこともできます。
今春，イラストレーター・絵本作家の永田萠さんをこどもみらい館館長に迎えました。 図書館では，永田萠館長のコーナー
を設けるとともに，今後，絵本を通じた様々なイベントも開催してまいりますので，ぜひ，お子様連れで遊びに来てください！

子 育 て 図 書 館 っ て ど ん な と こ ろ？
○人気テーマコーナー
子育て関係でお問い合わせの多いテーマの本や視聴覚資料を集めた，子育て支
援施設ならではの『人気テーマコーナー』を設けており，
「ことば」，
「男の子・女
の子」，
「きょうだい」，
「赤ちゃん」，
「ママのこころとからだ」 などテーマ別に資
料を展示しています。

○おはなし会
１日２回 （１１時～，１４時２０分～），３０
分間にわたり，こどもみらい館子育て支援
ボランティアによる乳幼児向けの絵本や
紙芝居等の読み聞かせを行っています。
毎日実施していますので，時間になりま
したら図書館内の 「はだしのコーナー」
にお集まりください！

○赤ちゃんと絵本のふれあい会
広い会場でたくさんの絵本を囲んで赤ちゃんと保護者がふれあい，絵本の読み聞か
せや手あそびなどで楽しいひとときを過ごしていただけます。 4 ヵ月から 1 歳未満の
赤ちゃんと保護者を対象に毎月実施しています。（１２月を除く）
事前申込不要，入退場自由ですので，当日でもお気軽にご参加いただけます！

○おたのしみ会
小学生までのお子様とその家族を対象に，毎月，
楽しい催しを実施しています。（１２月を除く）
内容は毎回異なり，絵本や紙芝居の読み聞かせの
ほか，楽器の生演奏に合わせて絵本を朗読するコン

○ボランティア活動
子育て図書館は，こどもみらい館子育て
支援ボランティアの活動で支えられていま
す。 図書の返却や書架整理，１日２回実施す
る読み聞かせで活躍していただいてます。

サートもあります。

子育て図書館（こどもみらい館３階）
中京区間之町通竹屋町下る楠町
６０１番地の１
電話：０７５-２５４-８１８１
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こどもみらい館：
地下鉄「丸太町駅」から徒歩3分（5番出口），
市バス「烏丸丸太町」下車徒歩3分

こぼれ話

レファレンス

～あなたの知りたいにおこたえします！～

レファレンスとは，みなさんからの質問・相談を受けて調べものに必要な資料を探すお手伝いをするこ
とです。このコーナーでは，京都市図書館の調べものを担当する右京中央図書館の司書がレファレンス
についてのエピソードを紹介します。
各図書館のカウンター窓口・電話・郵便，京都に関することならホームページ経由でも受け付けていま
すので，お気軽にレファレンスサービスをご利用ください。

古いコインをぴかぴかにしたい
ある日の午前中，レファレンスデス
クへ年配の男性が来られました。

そこで紹介されていた本『たの
しい科学実験 365 日』『コインの実

るんだね。メモして帰るわ。
」と熱
心にメモを取られていました。

「自分は古いコインや金貨や銀

験』『重曹のあるくらし』が図書館

とても喜んでいらっしゃって，
レファ

貨，銅貨，ほかに古銭もたくさん持っ

にあったので，すぐご紹介できまし

レンスとしては成功かなと思いまし

ているんだけど，きれいにする方法

た。それによると，
「レモン汁に銅貨

たが，何に価値を求めるかは人そ

が書かれている本はあるかな。」と

を 5 分ほど浸ける」
「酢とオキシドー

れぞれなのだな，と考えさせられた

ご質問を受けました。

ルを皿に大さじ 2 杯ずつ入れ，銅

ご質問でした。

早速，
「コイン，貨幣，古銭，洗浄，

貨を 3 分ほどつける」「銀製品をア

手入れ」などのキーワードで検索，

ルミホイルに包んで容器に入れ，重

調査しましたが，ほとんどがコインな

曹と熱湯を入れる」という内容でし

どの写真ばかりで，きれいに磨く方

た。

法が載っていません。

本があって良かったと思った反

そこで，国立国会図書館のレファ

面，先日，知人が古銭を鑑定しにお

レンス協同データベースという，全

店へ行くと，古くて希少なものは破

国の図書館に寄せられた質問と図

格の値段だったと話していたのを思

書館からの回答を紹介しているウェ

い出し，古銭の本を調べました。す

ブサイトから調べてみました。すると，

ると，やはり磨いてしまうと古銭の価

ちょうどご質問と同じ内容の「古銭

値が下がるようです。早速，男性に

の手入れの仕方を知りたい。」「コ

お伝えしました。しかし，
男性は「と

インを綺麗にする方法を知りたい。
」

にかく，ぴかぴかにしたいだけだか

という事例がありました。

ら，ありがとう。いろんな方法があ

（参考資料）
・
『たのしい科学実験365日』
E.リチャード・チャーチル，
ルイス・V.ルーシニグ，
ミュリエル・マンデル／共著 飛鳥新社
・
『コインの実験』高梨 賢英／著 さ・え・ら書房
（重曹）335の使い方』
・
『魔法の粉ベーキングソーダ
ヴィッキー・ランスキー／著 飛鳥新社
・国立国会図書館レファレンス協同データベース

（http://crd.ndl.go.jp/reference/）

右京中央図書館：地下鉄東西線「太秦天神川駅」，
市バス
「太秦天神川駅前」，
京福電車「嵐電天神川」駅下車すぐ
京図ものがたり vol.41
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◆京都市立旭丘中学校

遊道 夏陽さん

『禁断の魔術』
東野 圭吾／著

「おもしろかった本」
毎年，中学校の生徒さん達が 「生き方探究チャレンジ体験」 として
図書の仕事を体験しています。
今号は，中央図書館で職場体験をされた生徒さんからの寄稿です。

◆ 京都市立四条中学校

木村 竜也さん

文藝春秋

天才はいまだ健在。湯川学のガリレオシリーズの最新
作。ある日，湯川の教え子である古芝伸吾の姉が不可
解な死を遂げる。古芝は大学を中退して町工場で働き
ながら犯人を探すために力を尽くす。そして，ついに犯
人を見つけ復讐しようとする。湯川はその企みに気付く
が…。「自業自得だ。教え子に正しく科学を教えてやれ
なかったことに対する罰だ。」この言葉に込められた意
味とは。シリーズ最高のガリレオをぜひ読んでください。

◆ 京都市立京都御池中学校

『白地図レッスンノート』

水嶋 駿人さん

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』

小学館

ムヒカ／述 くさば よしみ／編

この本のいいと思った部分は，地方の形の細かい部
分が詳しく書かれている所です。 他にも，地図記号の
種類などが多く書かれているのがとても参考になりまし
た。外国のことなども書かれていて，とても勉強になり
ますのでオススメしたい本です。特に勉強になった部分
は，おもな川などです。最上川や石狩川などが書いて
あります。もともと小川に興味があったので，
それがきっ
かけで川のことを勉強するようになり，川の種類に詳し
くなりました。この本はとても面白いので，ぜひ読んで
ください。

ぼくがこの本に興味を持った所は，タイトルの「世界
でいちばん貧しい大統領」という部分です。この本は
2012 年にブラジルで開かれた国際会議でウルグアイ
のムヒカ大統領のスピーチを元に構成されています。
ムヒカ氏は，
「貧乏とは少ししか持ってないのではなく，
無限に欲があり，いくらあっても満足しないこと」と語
りました。この本は，人類の幸福とは何か深く問いかけ
ている絵本です。そして本当の幸せとは何かを考えさ
せてくれます。

◆ 京都市立西ノ京中学校

佐藤 尊さん

Ｆ . Ｍさん

◆ 京都市立双ヶ丘中学校

『パスワード
「謎（パズル）」ブック』
松原 秀行／作

汐文社

『ヴァンパイレーツ1

講談社

ジャスティン・ソンパー／作

この本は五人の電子探偵団が，あることで「パスワー
ド謎ブック」にはいりこんでしまい，出られなくなるとい
う話です。電子探偵団は脱出するために数々の謎を解
いていきます。
僕はこの本の謎や暗号を見て問題を読んだだけでは
意味が分からないものもありました。しかし，答えが分
かったときには大きな達成感がありました。そこで謎ブッ
クの問題を一つ出します。「空と海の間にあるものは？」
あなたは解けましたか？

死の海賊船』

岩崎書店

“さあ，きくがいい，ヴァンパイレーツの物語を”小さ
いときから父さんに聞かされてきた船歌。けれど，その
父さんはもういない――
三日月湾に住む双子の兄妹，コナーとグレースは，父
親が亡くなった数日後，二人だけで嵐の中の海に出た！
はげしい雨，風のせいで双子はばらばらになってしまう。
コナーはその名を轟かせる海賊船に，グレースは伝説
の吸血海賊《ヴァンパイレーツ》 の船に助けられる。
二人の運命はどうなるのだろうか！
？
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地球環境を守るため，できる限り市バス・地下鉄等をご利用ください。

編◆集◆後◆記

今 回の特 集ページでは紹
介しきれないくらい，図 書
館には色々な利 用の仕 方が
あり，たく さんの方々に支
えられています。 京 都 市の
の図書館は，図書館ごと
にそれぞれ特 色があり，雰
囲 気が 少 し ずつ違いま す。
ぜひ，別の図書館にも足を
延ばしてみてください。 新
しい発 見があるかもしれま
せん。（O）
20

