
パソコンもプリンタもなかった時代に
主流だった活版印刷。
少しインクがにじんでいたり、
かすれていたり、アナログならではの
風合いが感じられます。

中央図書館　展示グローブ

活版印刷ってなに？

詩を書くだけじゃない、
自宅の印刷工房で多くの詩集を出版

本ができあがるまでの行程を紹介

平光文庫

ひらみつ  よ し ひ さ

平光善久さんが使っていた
印刷機や道具を展示！

コレクションや
印刷の道具いろいろ

平光善久さんのひととなりをのぞける1冊

活版印刷活版印刷のの世界世界

平光善久さんって？ （岐阜市/1924年～1999年）

昭和から平成にわたって詩人として活躍した岐阜市
出身の詩人 。戦時中は鉄道兵として中国に行き、左
足に傷を負って帰国します。終戦後、戦争体験を綴

った処女詩集「案山子の歌」を出版しました。

「案山子の歌」の刷り上がりに納得がいかず、活字

のずれや誤植がない、きれいな詩集を安く刷りたい
という思いから「自分の手で印刷する」ことを決め、
自宅の屋根裏部屋に工房を構えました。工房の名前
は、平光さんと交流が深かった作家の小島信夫さん
（岐阜市出身の芥川賞作家 1915年～2006年）により
「不動工房」と名付けられました 。（平光さんが怒っ
たときの形相から連想して、 “不動明王”になぞらえて
いるそうですよ）
不動工房から数百種の詩集が出版され、さまざまな
賞を受賞しています。今回の展示では、平光さんが
実際に使われていた道具などを展示しています。
ぜひ、じっくりと見てみてください。

平光さんが収集・出版し、大切
に保存されてきた本をご遺族に
寄贈いただきました。
2階の郷土資料コーナーと1 階の
本の蔵に並んでいます。総数は
約2300冊！本の蔵では平光文
庫のほかにも、個人で出版され
た り 寄 贈 さ れ た 本 を 個 人 文 庫
として所蔵しています。

『ラヴ・レター』  小島 信夫/著　夏葉社　 (F/コジ)

展示中の活版印刷機で最初に手
刷りされた詩集の実物（左下）
や金属でできた活字（上部）。
シンプルな文字だけでなく、装
飾文字や絵もあります。

不動工房で使われていた
手フート印刷機 。
手動でレバーを引きイン
クをつけていました。

１F 本の蔵

文字が凸状に彫られた金属の「活字」を 組み合わせ
て並べた版を、インキで 紙に写す印刷方法です。ハ
ンコと同じ仕組みになっています。近年、温かみの
ある風合いが人気で、活版印刷のポストカードや文
具が販売されていたり、印刷加工サービスを行う印
刷会社もあります。

印刷に辿り着くまでに、活字を 1 字ずつ拾って枠に
はめる、大変な作業があります。膨大な数の中から
素早く拾い上げて原稿通りに正確に並べるのは、
「文選工」と呼ばれる専門の職人がなせる技です。

小島信夫さんが亡くなった数年後に発行された、単行本未
収録の短編を集めた本です。１番目に収録されている「厳
島詣」で小島さんと平光さんが電話で話している内容が書
かれています 。小島さんが 平光さんのことを「ぜんきゅう
さん」と呼んでいたり、お互いの作品に解説や年譜という
形で関わり合ったり2 人の付き合いの長さ、深さをのぞき
見ることができます。小島さんが「一級の詩人」と評する
平光さんの詩と合わせて、ぜひ読んでみてください。
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詩人
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https://www.g-mediacosmos.jp/lib/

中央図書館　　9:00 ー 20:00　　058-262-2924
分館　　　　　9:00 ー 21:00　　058-268-1061
長良図書室　　9:30 ー 17:00　　058-233-8170
東部図書室　　9:30 ー 17:00　　058-241-2727
西部図書室　　9:30 ー 17:00　　058-234-1633
長森図書室　　9:30 ー 17:00　　058-240-2702
柳津図書室　　9:30 ー 17:00　　058-388-2026

岐阜市立図書館

2022

小学４年生から高校1年生
まで、普段の生活では交わ
ることのない子どもたちが
１つになって番組作りに取
り組むのが子どもラジオの
おもしろいところ。学校の
ような先輩後輩の関係で
はなく、一緒に１つのモ
ノを作り上げる仲間とし
て、入ったばかりの７期生
ものびのび言いたいことを
言える空気を作ってくれた
1期生から6期生までの子
たちの姿に、子ども司書が
積み重ねてきた歴史を感
じました。

2015年から続く子ども
司書がつくるラジオ番組、
「小さな司書のラジオ局」。
子どもたちは毎月２回、企
画会議（番組のための取材
や原稿づくり）と収録の
ために図書館に集まって
います。先月の企画会議
には、この夏に子ども司
書になったばかりの７期
生が初参加！原稿づくりを
する中で、ラジオに出るの
も初めての７期生が「司
会をやってみたい！」と言
い出せば、「じゃあ困った
ら私にふってくれたらなん
かしゃべるからやってみた
らいいよ！」と彼女のやる
気を受け止める１期生。

今年はどんなおもしろい挑
戦をみんなとできるかな？
と考えるとわくわくします。
この時収録した放送は1 月
3日（月）～ 7日（金）にＦ
Ｍわっちでお聞きいただけ
ます。そして子どもたちが
作ってくれたラッピング本
も、エントランスにて展示
中！プレゼントのように包
まれた本はタイトルも著者
も、家に帰って包みを開け
てからのお楽しみ。新しい
１年の運試しに、“運命を
感じた１冊” を直感で選ん
でみませんか？

休館日の
お知らせ

… 図書室休館日

… 全館休館日

岐阜市立図書館

福笑いが趣味の風変わりな編集者・鳴木戸定

の、様々な人（好意を寄せてくる盲目の男性、

懸命に文章を紡ぐプロレスラー、美人の同僚

編集者……！）との出会いと交流を描いた物

語です。読むと、「いろんな人がいること」と、

「自分が一人ではないこと」を教えられた気

持ちになります。なんとなく落ち着かない夜

に思わず手に取る精神安定剤。ぼくにとって

そんな小説です。

ぎふライブラリークラブとは？

図書館で何かやりたい！という人があつまって

「ほん・ひと・まち」をつなぎ、広げていく活動

を企画・運営する自主グループです。会員はいつ

でも募集中！並木道読書会は企画のひとつで、参

加者どうしでテーマ本について感想を語り合う会

です。

ふくわらい
西 加奈子／著　　朝日新聞出版

分類：F／ニシ

がご紹介します
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並木道読書会

運営メンバー

1
の読書

中央図書館は1月31日（月）～２月4 日（金）まで
蔵書点検のため休館します。

編集後記：明けましておめでとうございます。
今年も図書館をどんどんご活用ください！（悠）

中央図書館　蔵書点検（～2/4まで）

なんとなく不安で、落ち着かない ... そんな夜は、

ほっと一息つける１冊をお供にいかが？

コメント

眠れない日眠れない日眠れない日

図書館大好きぎふライブラリークラブメンバーがえらぶ
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子ども司書、
今年も元気に活動します !

Happy

New

Year!
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知っていましたか？
日本が多様な
地層の宝庫であることを

地磁気逆転と「チバニアン」
地球の磁場は、なぜ逆転するのか
菅沼 悠介 /著　　講談社（BC450.1 / ス）

南極と北極の逆転現象（地磁気逆転）について、わかり易く詳しく
解説した本です。千葉にある地層は地磁気逆転の痕跡がよく残って
いるので、2020年1月にその地質年代は「チバニアン」と命名され
ました。

【新着図書】
楽しい地層図鑑
小白井 亮一 /文・写真　　　草思社　（456 / コ）

著者自身が長年撮りためてきた日本各地の地層の写真を基に、
用語説明、地層の成り立ち、種類、見方など地層初心者にもわ
かりやすく説明した図鑑です。水月湖の年縞やチバニアンにつ
いての写真・解説もあります。

時を刻む湖
7万枚の地層に挑んだ科学者たち
中川 毅 /著　岩波書店（456.9 / ナ）

掘削した 70ｍを超える体積物に刻まれた縞模様＝年縞。１枚
0.6mm 程の薄い地層４万枚以上を数えあげ、葉の化石を分析。５
万年間の「世界の標準時計」と認定されるまでの２０年余りの道の
りを追った読み物です。

おすすめ 本

BEST 55予約

柳津図書室では現在、入口に毎月のおすすめ本
を置いています。入ってすぐの場所で目につき
やすいので、おっ！と借りて行かれる方も増え
ました。ありがたい限りです。

ライオンのおやつ 
小川 糸／著　　ポプラ社

マンガでわかる最強の株入門
安恒 理 ／著　　新星出版社

それ、「心理学」で説明できます！
清田 予紀 ／著　　三笠書房

お探し物は図書室まで
青山 美智子 ／著　　ポプラ社

かがみの孤城
辻村 深月 ／著　　ポプラ社
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林 真理子／著　　新潮社　　 F ハヤ

白鳥とコウモリ
東野 圭吾／著　　幻冬舎　　Fヒガ

52ヘルツのクジラたち
町田 そのこ／著　　中央公論新社　　Fマチ

透明な螺旋
東野 圭吾／著　　文藝春秋　　Fヒガ

「育ちがいい人」だけが知っていること
諏内 えみ／著　　ダイヤモンド社　　 385.9 ス
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電子書籍紙の書籍

イベント 中央

NEWS柳津

日独英三カ国の研究者たちの
福井県水月湖の年縞を巡る協力も胸熱！

地磁気逆転は次いつ起こる？起きたらどうなる？

あなたの近所にも、面白い地層があるかも！

ビジネス支援セミナー　実践編

今回は、年末年始にぴったりな本を紹介しています。大掃除も終えてのんびり過ごした
い…という方も、年が明けたら心機一転！何か新しいことにチャレンジする方も十人十
色にいらっしゃると思います。そんな時にはこちらも参考にしてみてください。本との
出会いが、何か新しいきっかけになれば幸いです。

図書館ビジネス支援セミナー実践編
「届けたい人とつながる～ＰＯＰとＳＮＳ」

電子図書館体験会
デジタルライブラリーとの出会い

既に起業をしており、集客が課題と考えている人、
起業を考えているが、集客についてノウハウをまだ考えていない人、
起業は考えていないが、販促ツールに興味のある人、ぜひご参加ください！

電子書籍の借り方、読み方などの 基本的なことから、検索のコツやウィッシュリストの
使い方などの テクニックまで、電子図書館の使い方をご案内します。

ブラックボードＰＯＰ

web集客　ー SNSでファンづくりー
集客のためのブランディング講座

おすすめ本コーナー

日　時：令和4年 1月 10日（月・祝）
　　　　①午前10時 30分～
　　　　②午後1時 30分～　　　各回30分
対　象：岐阜市に在住・在勤・在学の方
場　所：岐阜市立中央図書館　エントランス
申　込：中央図書館窓口・電話・Eメールにてお申し込みください（当日参加OK！）
　　　　Eメールの方は、件名に「電子図書館体験会希望、本文に名前・住所・電話番号」
　　　　を明記してください。
当日お持ちいただくもの
・最新版の Chrome・Firefox・Safari・Edge がインストールされたタブレット、　
　スマートフォン等
・図書館の利用カード
　利用カードを当日作成する場合、住所が確認できる身分証が必要です。
　時間に余裕を持ってお越しください。

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
TEL ：058-262-2924　　　　　　　　　　　Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ. ジェイピー）

最新の申込状況は
中央図書館にお問い合わせください

最新の申込状況は
中央図書館にお問い合わせください

時　間： 午後 1時～ 4時
場　所： みんなの森 ぎふメディアコスモス1階　かんがえるスタジオ
　　　　※当日、会場が変更する場合がありますので、掲示をご確認ください
定　員： 各回 10名（事前申込・応募者多数の場合は先着順　連続での参加もOK）
申　込： 電話・ FAX・ E メール・ 中央図書館の窓口にて受付

※FAX・ Eメールの方は「件名に『ビジネス支援セミナー参加希望』、
本文に名前、住所（市町村まで）、電話番号、年齢、起業希望の業種、参加希
望回、質問があれば質問内容」を明記してください。

新型コロナウイルス感染症対策のため入場時の検温、アルコール消毒、イベント中のマスク
の着用にご協力をお願いいたします。体調がすぐれない方、対策にご協力いただけない方の
ご入場をお断りすることがあります。また、状況により開催を中止する場合があります。

第1回
1/21（金）

第2回
1/26（水）

第3回
1/28（金）

講師：POP 高山代表・POP 広告専門家　高山 マサエ 氏

さかだちブックスと学ぶ、SNS での情報発信
講師：（株）リトルクリエイティブセンター　杉田 映理子 氏

講師：岐阜県よろず支援拠点コーディネーター　山口 仁美 氏

今回は「届けたい人とつながる～ＰＯＰとＳＮＳ」と題し、ブラックボード

ＰＯＰや、集客には欠かせないＳＮＳの活用方法を学び、実践する全３回の講

座です。初回のブラックボードＰＯＰでは、人の目を引き付けるＰＯＰの作り

方について学びます。第２回はＳＮＳで行うファンづくりや集客のためのブラ

ンディング方法について、第３回はさかだちブックスと学ぶＳＮＳでの情報発

信について、それぞれ講座とワークショップを行います。既に起業をしている

方やこれから起業を予定している方、販促ツールに興味のある方など、お気軽

にご参加ください。

ビジネス、イベントやりますビジネス、イベントやります


