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6
もいいし、途中で読むのをや
めてもいい。飛ばし読みをし
たってよいと思っている。

私の場合、電車でどこかに移
動しているときが一番集中し
て本が読めたりもする。要は
フリースタイルで、自分が一
番気持ちよく本と親しむ方法
と場所を探しているだけだ。

自分が好きな本をお気に入り
の時間に、お気に入りの場所
で独りで読む。それが魂に一
番効く、心地よい私の読書ス
タイルになっている。
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中央図書館　　　9:00 ー 20:00　　　司町 40-5　　　　　058-262-2924
分館　　　　　　9:00 ー 21:00　　　橋本町 1-10-23　  　058-268-1061
長良図書室　　　9:30 ー 17:00　　　万代町 2-5-1　　　　058-233-8170
東部図書室　　　9:30 ー 17:00　　　芥見 4-80　　　 　　058-241-2727
西部図書室　　　9:30 ー 17:00　　　下鵜飼 1-105　  　　058-234-1633
長森図書室　　　9:30 ー 17:00　　　前一色 1-2-1　　　　058-240-2702
柳津図書室　　　9:30 ー 17:00　　　柳津町宮東 1-1　　　058-388-2026
　

展示　PICK UP

先日、市内の小学校の PTA
のみなさんの前で、「楽しい読
書術と図書館」をテーマにお
話をした。

本を読むスタイルは、個性が
あってよいと私は常々そう考え
ている。あとがきから読んで

休館日の
お知らせ

岐阜市立図書館

岐阜を舞台にした文学
－岐阜を訪れた作家たち－

市内ゆかりの文学情報を年表にしました。この
文学年表の大きな特徴の１つが、作家ごとの分
類ではなく、時代順にしたことです。
また、それぞれの作家と岐阜との関係や、ゆか
りの場所なども紹介しています。今後も随時情
報の追加、新たな分野の年表の作成を進めてい
きますのでお楽しみに！

2017

編集後記：７月 16日（日）に中央図書館開館２周年を記念して、童話作家の角野栄子さんをゲスト
　　　　　にお迎えしてトークショーを開催しますので、ぜひご参加ください。

メディアコスモスの中央図書館
には、風に吹かれながら、外
で読書が楽しめる場所がたく
さんある。

ぜひ、室内から解き放たれて、
お城や緑の木立を眺めながら、
ゆったりデッキチェアで好きな
本を読んでみてほしい。

　　　岐阜市立図書館 館長
吉成信夫

読書は
風に吹かれて

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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子どもと本と遊ぶ日
―マジックと音楽と絵本
の世界―

４月30日（日）、「子どもと本
と遊ぶ日－マジックと音楽と絵
本の世界－」を開催しました。

昨年度、大変好評をいただいた
このイベント、今年度記念すべ
き1回目のゲストは、ある時は
ミュージシャン、ある時はマジ
シャン、そしてまたある時は翻
訳家として絵本『ねこのピート』
などの翻訳と多彩な顔を持つ大
友 剛さんです。

とっても良いお天気の中、150
名もの親子がイベントを楽しみ
に集まりました。

まず最初はマジックショー。黒
いレコードに赤いハンカチを通
すと……赤いレコードに！茶色
い袋に入ったピーナツバターと
青い袋に入ったブルーベリー
ジャムが入れ替わり瞬間移動が
…！袋に入れたトランプと白い
ハンカチ……取り出すと白いハ
ンカチにトランプの模様が…！
目の前で次々に起こる不思議に、
子ども達は目をくるくるさせな
がら歓声をあげます。

次にピアノを弾きながら、ピア
ニカの演奏もするという、二刀

流の技を披露！会場でリクエス
トされた曲を大友さんが即興で
演奏するコーナーも。

最後は絵本ライブ。大友さんが
翻訳された絵本から2冊。
『さわってごらん！ふしぎなふ
しぎなまほうの木』と『ねこの
ピート だいすきなしろいくつ』
をスクリーンに映しながら読ん
でくださいました。

大友さんのピアノに合わせて子
どもも大人も一緒になって大き
な声で「かなりさいこう！」と
歌った後は、なんだかピートに
勇気づけられたような、すがす
がしい気持ちでした。ピートの
ようにどんな1日も「かなり
さいこう！」と楽しみたいです。

楽しくてあっという間でしたが
マジックに音楽に絵本と盛りだ
くさん、子どもたちの笑顔があ
ふれる時間となりました。
今回登場した本は、中央図書館
に所蔵がありますので、ぜひ読
んでみてくださいね。

ストローで強い橋を造っ
てみよう　―橋の仕組み
を楽しく学ぶ―

５月14日（日）、岐阜市立女子
短期大学　生活デザイン学科
服部 宏己教授を講師にお迎え
し、橋の構造を楽しく学ぶ「ス
トローで強い橋を造ってみよう」
を開催しました。
参加者は、親子連れがほとんど
で12名の方が参加されました。

最初にどんな橋があるのか、な
ぜ橋は強いのかを学び、ストロー
を使った強い橋づくりに繋げま
す。図面を描けたら、いよいよ
ストローを使った橋の制作です。
大人も子どもも強い橋をつくろ
うと真剣です！

最後に完成した橋に重りを吊る
し何グラムまで耐えれるか実験
です。耐えられた重さの競争で、
子どもたちから歓声が！みんな
の距離がぐっと縮まった瞬間で
した。
自分でつくった強い橋を誇らし
げに持って帰る子の姿が印象的
でした。

みんなの森の天体観望会

５月20日（土）、みんなの広場
カオカオにて天体観望会を実施
しました。
天体観望会は岐阜市科学館と中
央図書館のコラボレーションイ
ベント。

岐阜市科学館の6台の天体望遠
鏡で天体観測を楽しみました。
当日は天候にも恵まれ、木星や
スピカ、アルクトゥールスをは
じめ、たくさんの星を見ること
ができました。

同じ空に浮かんでいる星ですが、
私たちが見ている光は実は木星
が数十分前のもの、スピカは
250年前の光、アルクトゥール
スは35年前の光だそうです。
また、春の夫婦星と呼ばれるア
ルクトゥールスとスピカですが、
アルクトゥールスがスピカのほ
うへ年々近づいて行っていると
のこと。

科学館の方の解説を聞いている
と、『大きな宇宙の中にいる私』
を感じたような気がしました。

児童専用読書スペース
愛称決定！

５月21日（日）、以前から募集
をしていた児童専用読書スペー
スの愛称が決定しました！
きららのとくべつおはなし会の
後、愛称の発表会と表彰式が行
われました。

多くの人が見守る中、館長の合
図で子ども司書の２人が、愛称
の書かれた巻物を開きます。
名前はそれぞれ「ころん」と
「ごろん」です！

選ばれた愛称を付けてくれた２
人に細江市長から感謝状が贈ら
れました。「ころん」は応募のあっ
た431点の中から選考の結果、
選ばれました。

「ごろん」は「ころん」のなかよ
しきょうだいです。

その日の気分に合わせて、ころ
んと寝転んだり、ごろんと寝そ
べったり。「ころん」と「ごろん」
でたくさんの子どもたちが本に
親しみ、読書を楽しんでくれた
ら図書館としてもとてもうれし
いです。

これからも「ころん」と「ごろん」
をよろしくお願いします！

イベント報告

中央図書館の「ビジネスチャ
レンジ支援相談窓口」は、好
評につき今年4月から従来の
木曜日に加え、土曜日にも実
施するようになりました。
毎週木曜日14:00～19:30、
毎週土曜日10:00～18:00
（土曜日は祝日も開設します）

＜相談者の方＞
「主婦仲間と副業としてイン
ターネットショップをはじめ

チャレンジ！

ビジネス！！

～ネットショップを始める～

事例紹介

たい。」と相談。
＜コーディネーター＞
自宅で行う場合、場所の確保
や在庫の管理を誰がするのか
など、予め決めておくことが
とても大事です。誰か一人の
負担が大きくなると、不満が
募り、不仲になることもあり
ます。誰かを介してではなく、
全員集まって話し合いをして
くださいとアドバイス。
＜司書＞
キーワード「ホームページ」
で検索したホームページ作成
に役立つ本と、キーワード
「ネットショップ」で検索した
運営などの実例紹介がある本
をご紹介しました。
インターネットショップの開
設に役立ててほしいです。
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蜜蜂と遠雷
恩田 陸／著　　幻冬舎　　Fオン

素敵な日本人
東野 圭吾／著　　光文社　　Fヒガ

みかづき
森　絵都／著　　集英社 　　Fモリ

我らがパラダイス
林　真理子／著　　毎日新聞出版　　Fハヤ

BUTTER
柚木　麻子／著　　新潮社　　Fユズ

美しい世界おすすめ　本 岐阜市立図書館　ちょこっと  NEWS

また、通勤時間に読みやすい
洋書「ラダーシリーズ」も所
蔵しています。洋書ははじめ
て！という方におすすめです。

今まで、海外文学や洋書を読
んだことのなかった人も、ぜ
ひ分館に来て、海外文学を読
んでみませんか？

５月５日（金・祝）のこどもの日、
中央図書館では「こいのぼりを
つくろう！」と題した、子ども向
けのワークショップ・イベントを
開催しました。

このイベントでは、こいのぼり
の型紙に好きな模様を描いて、
自分だけのオリジナルこいのぼ
りを作りました。

参加してくれた子どもたちは、
とても楽しそうにこいのぼりを
作っていました。そしてイベン
ト終了後には、出来上がった
こいのぼりを持って「わんこ

カートきららのおはなし会」に
参加する子どもたちの姿が多く
見られました。

分館では、今まで無かった海
外文学の新刊コーナーを設置
しました！

興味があっても本屋さんでは高
くて買えない本や、読んだこと
のない作家さんの本など多種
多様な本が置いてあります。
ミステリーやＳＦ、恋愛ものな
どジャンルも幅広く取り扱って
います。

雨の名前
高橋　順子・佐藤　秀明／著　　　　小学館　　（451.6 タ）
　
古来より日本人は雨をテーマにした小説や短歌などを、多く執筆してき
ました。
この本では四季折々の雨の名前、美しい写真や詩などが掲載されていま
す。今まで知らなかった雨の名前を知るきっかけになるかもしれません。

幸せのしずく
浅井　美紀／著　　　　扶桑社　　（748ア）

身近にある雨のしずく。マクロレンズを通して見てみると、まるで違う
世界のようです。
ジメジメした雨の日でも眺めているだけで心が癒される。そんな小さく
て輝く世界を美しく伝えた写真集です。巻末に「小さい世界の撮り方」
が掲載されていますので、興味のある方は、是非写真撮影に挑戦してみ
てはいかがでしょうか？

【新着図書】

羽ばたき
堀　辰雄／著　　長山　靖生／編　　　　彩流社　　（Fホリ）

堀辰雄さんの初期ファンタジーの傑作集。天使や妖精が登場し、空を飛
んだり、水の中を漂い泳ぐイメージを伴う作品が書かれていて、軽やか
な浮遊感があります。雨で外出できない日などに、静謐で摩訶不思議な
世界にひたってみませんか？

　　　　　　　童話作家トークショー　
　　　　　　「子どもの宇宙とファンタジー
　　　　　　 ―文学の紡ぎ方―」

　　　　     　 14:00～16:00
岐阜市立中央図書館 開館２周年を記念し、「魔女の宅急便」「アッチ コッチ 
ソッチのちいさなおばけ」シリーズの角野 栄子さんと、チルドレンズミュージ
アムのプロデュースなど子どもに関わる活動のほか絵本も出版している目黒
実さんをゲストにお招きしてトークショーを行います。

ゲスト：角野 栄子氏（作家、代表作「魔女の宅急便」）
　　　  目黒 実氏（（財）子ども未来研究センター代表）
場　所：みんなの森 ぎふメディアコスモス　１階　みんなのホール
定　員：２００名（事前申込み・先着順）　　
申込み：中央図書館カウンターまたは電話・E-mail にて受付

分館
海外文学
新刊コーナー

「こいのぼりを
つくろう！」
を開催しました。

6/16
（金）　               みんなの図書館シアター

　　　　     　14:00～ ( 開場 13:30)
 

上映作品：「グランド・ホテル」（1932年 /アメリカ/約 112分）
　　　　　ベルリンの一流 “グランド・ホテル” を舞台に、集まっ
　　　　　た５人の男女の人間模様を描いた古典的名作。　
　　　　　登場人物一人一人にスポットを当て、集団が巻き　
　　　　　起こすドラマを上映します。
　　　　　第５回アカデミー賞作品賞受賞。

場　所：みんなの森 ぎふメディアコスモス　１階　
　　　　みんなのホール
定　員：２００名
申込み：事前申込不要　
　　　　※当日午後1時より、ホール前にて整理券を配布
入場料：無料

中央図書館

7/16
（日）

中央図書館

6/17
（土）　　　　　　「ギフのギフトボックス
　　　　　　  をつくろう」
　　　　　
　　　　     　13:30～15:00 
岐阜のプレゼントは、岐阜が描かれたオリジナルの箱で贈りま
せんか？参加者にあわせて3種類用意しました。
ちょっとした工夫でより気の利いた贈り物をしましょう。

講　師：奥村 和則氏（岐阜市立女子短期大学　
　　　　生活デザイン学科　准教授）
場　所：分館　ファッションライブラリー
定　員：１２名（事前申込み・先着順）
申込み：６月１日（木）より、分館のカウンターまたは電話　
　　　にて受付

分館

　　　　　　　ビジネス支援セミナー
　　　　　　　「『やってみたいな』を
　　　　　　　現実にゼロからはじめ
　　　　　　　る起業の歩き方」
　　　　　
　　　　 18:30～20:30 
　　　　　　　　　　　起業に興味を持ちはじめた初心者むけ
　　　　　　　　　　　に、ビジネスに精通する専門家を講
　　　　　　　　　　　師に迎え、起業に対するイメージやア
　　　　　　　　　　　イディアを具体化できるよう道案内を
　　　　　　　　　　　する３回連続のセミナーです。

場　所：ハートフルスクエアーＧ　２階　研修室50
定　員：15名（事前申込み・先着順）
申込み ： ６月16日 ( 金 ) ～ 7月2日（日）までに中央図書館
　　　　と分館の窓口または電話、ＦＡＸ、 Ｅメールにて受付。
　　　　ＦＡＸ、Ｅメールの方は講座名、名前、住所、郵便番号、
　　　　電話番号、年齢、希望業種を明記。

分館
7/8
（土）　　　　　　「涼やかなフレンチスリーブの
　　　　　　  ブラウスを作りましょう」
　　　　　
　　　　     　 13:30～15:00 
フレンチスリーブのラインはふんわりさせ前後身頃のすそ丈をかえることで
すっきりとしたシルエットのブラウスを作ります。

講　師：豊吉　昭子氏（飯原服装専門学校　教諭）
場　所：ハートフルスクエアーＧ　２階　クラフト室
定　員：１５名（事前申込み・先着順）　※応募多数の場合は抽選
持ち物：洋裁道具（まち針、縫い針、糸切りばさみ、布切りばさみなど）
受講料：無料（ただし材料費として1000円を別途負担）
申込み：6月26日（月）までに往復ハガキに講座名、氏名、郵便番号、
　　　　住所、電話番号、年齢を記入して分館へ。　※お１人様１葉書

分館

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５
T E L  ：058-262-2924　FAX：058-262-8754
Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

岐阜市立図書館 分館　岐阜市橋本町1-10-23
T E L  ：058-268-1061

7/5
（水）
7/12
（水）
7/19
（水）

日 時 タイトル 講 師 

第 1 回 
７/５ 
(水) 

起業で「自分の可能性」に挑戦 
 

―自己創生 Self-Innovation－ 

創業支援ルーム 
インキュベーションマネージャー 

東山 文夫氏 

第 2 回 
７/12 
(水) 

起業は３つの“から”の 
発想で実現しよう 

 
～すきだから、やってきたから、 

やってみたいから～ 

起業家支援ネット 
梁川 正氏 

第 3 回 
７/19 
（水） 

サポート機関で教えます！ 
ノウハウから 得 情報まで 

日本政策金融公庫 
融資第二課長 上杉 洋二氏 

 
岐阜県よろず支援拠点 

コーディネーター 松下 操氏 


