岐阜市立図書館だより
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羊毛フェルトでハンドメ
イド雑貨を作りましょう
ー 保温性バツグンの
ペットボトルカバー ー

3

子どもラジオひみつ会議

イベント報告

４月 23 日（土）
、４月の生活デ
ザイン講座「羊毛フェルトでハ
ンドメイド雑貨を作りましょう
− 保温性バツグンのペットボト
ルカバー −」を開催しました。
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４月 10 日（日）・24 日（日）、
「子どもラジオひみつ会議」を行
いました。

立体紙ヒコーキを作って
飛ばそう
4 月 17 日（日）、第１回子ども
と本と遊ぶ日「立体紙ヒコーキ
を作って飛ばそう」を開催しま
した。
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ここ、メディアコスモスの
特性をひと言で言おうとすれ
ば、
「まざりあうことの楽しさ」
と私は形容してみたい。
図書館は、これまで長い間、
日常の暮らしの中に普通にあ
る、どちらかというと地味な
黒子的存在であったからだ。
中心市街地の活性化やひと
の対流を促す役割を図書館が
担うケースが増えているとい
うことなのかもしれない。
専門研究誌の特集テーマに
なったりすることもそうなの
だが、先日、写真ばかりの公
共図書館のムック本が刊行さ
れたのには少々驚かされた。

子どもラジオひみつ会議は、昨
年行われた、子ども司書養成講
座で岐阜市立図書館の子ども司
書になった子どもたちに集まっ
てもらって、子どもだけのラジ
オを作るひみつの計画です。

ハートフルスクエアー G２階の
クラフト室にて、岐阜市立女子
短期大学生活デザイン学科の村
上眞知子先生を講師にお迎えし、
羊毛フェルトを使ったペットボ
トルカバーの制作に挑戦しまし
た。

それから石鹸水をかけ、ひたす
らこする作業を続けます。羊毛
の繊維が絡み合って、一枚のフェ
ルト状になったら、ペットボト
ルの型に合わせて成型していき
ます。
根気のいる作業ですが、参加者
の皆さんは、それぞれの好きな
色の羊毛を使って、世界にひと
つだけのペットボトルカバーを
作ることができました。

作り方は、まず羊毛を少しずつ
ちぎって縦横に並べます。

土

人をどう思うかアンケート」な
どの意見にまとまりました。
何をやるか決まったら止まらな
くなったのか、早速外に出て館
内にいる利用者にインタビュー
をしにいった子達もいました。

次に、飛行機が飛ぶ仕組みも実
演を交えて教えてくれました。
少し難しいところもあったかも
しれませんが、そのまま飛ばす
とくるくると回っていた封筒が、
ひとつコインを入れただけです
べる様に飛んだところでは歓声
があがりました。

金

最後に子ども司書と館長でてに
ておラジオに出演！
「小さな司書のラジオ局」の宣伝
をするため、子ども司書の説明
や、ジングルの発表、これから
ラジオでやりたいことを話しま
した。いざマイクを前にすると
緊張してしまい、うまく言葉が
出てこないこともありましたが、
頑張って宣伝してくれました。

い。」

木

４月 24 日（日）、この日も子ど
も司書たちが集まりました。
５月から始まる「小さな司書の
ラジオ局」の計画と、宣伝をす
るためです。

レンス
レファ
もの

「調べ

お手伝

事例紹介

水

まず、前回作ったジングルに付
けるＢＧＭを決めました。いく
つか曲を聞いて、最終的に
ルロイ・アンダーソンの「タイ
プライター」という曲に決まり
ました。

最後にいよいよ、紙ヒコーキ作
りです。今回作るのは「てんと
う虫型」。「好きに色をつけてい
いよ」と伝えたところ、レイン
ボーのヒコーキや猫のイラスト
のついたヒコーキ、ピザのヒコー
キをつくった子もいました。組
み立てもなかなか難しかったで
すが、みんな頑張って作ってい
ました。出来た子からヒコーキ
を飛ばして遊びます。部屋の中
にはたくさんの紙ヒコーキが飛
び交い、大盛り上がりでした。

前回、ちょこっと NEWS にて
図書館のレファレンスサービ
スについてご説明しました。
そこで、実際に私たちが受け
た事例をご紹介しましょう。
＜質問＞
「弥八地蔵がなぜ弥八という名
前になったか、由来を知りた
い。」

火

後から子供たちに感想を聞いて
みると、
「緊張した」
「13 分は思っ
たより長く感じた」との言葉が。
これから自分たちでラジオを
やっていく実感が湧いて緊張感
も増したようですが、お相手を
してくれたアナウンサーさんか
らも話し方のコツを聞けたので、
頑張っていってほしいです。

先生はアンドリュー・デュアー
さん。ペーパークラフト名人で
す。デュアーさんはまず、ご自
身のペーパークラフトとの出会
いを教えてくれました。
出身のカナダでもよく図書館に
通っていたというデュアーさん
がそこでペーパークラフトで飛
行機を作る本を見つけ、その場
で司書に紙とはさみを借りて
作ってみたことや、その本に感
動して手紙を送ったところ、作
者から２冊の本を贈ってもらっ
たこと、日本語で書かれたその
本を、辞書を使って一生懸命解
読したこと。
こうした本との出会いが今につ
ながり、ペーパークラフトの本
を出版するまでになったことを
話し、本を読むことで自分が夢
中になるものを見つけることが
できると話してくれました。

058-262-2924
058-268-1061
058-233-8170
058-241-2727
058-234-1633
058-240-2702
058-388-2026

月

子ども司書が出演したラジオは
ＦＭわっちで放送されます。
５月５日（木）14:00〜15:00
（子ども司書の出演は 14:29 頃）
５月７日（土）11:00〜12:00
（子ども司書の出演は 14:29 頃）
２日とも同じ内容が流れます。

司町 405
橋本町 1-10-23
万代町 2-5-1
芥見 4-80
下鵜飼 1-105
前一色 1-2-1
柳津町宮東 1-1

最近、複合施設の中にある
公共図書館に世間の注目が集
まっているように感じること
が多い。
岐阜だけではない。全国的
に見てもそう思う。
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５
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次に、５月から本格的に始まる
ラジオの内容を考えます。前回
の集まりで考えたものに家で考
えてきたものを加えて、具体的
に１回目に何をやるか絞り込ん
でいきます。
各班で話し合って、「図書館ＹＡ
の借りられている本ランキン
グ」、「うそトーク」、「大人が子
どもをどう思うか、子どもが大

＜回答のプロセス＞
基本中の基本である当館の蔵
書検索（OPAC）で、「弥八地
蔵」をキーワードに検索。す
ると、
「岐阜のつたえ話続」、
「わ
がまち明徳」、「いろは郷土史」
「やながせ」という資料がみつ
かりました。
「岐阜のつたえ話」は物語なの
で、史実なのかを確認するた
めに他の資料も調査。「いろは
郷土史」、
「やながせ」には因縁・
由来が書かれており、「わがま
ち明徳」（明徳小学校（現・明
郷小）の校史）にも記述を発見。
その他にもないか、雑誌や新
聞記事検索のできる岐阜県図
書館も検索すると、
「濃飛史譚」
という資料があることがわか
りました。

9:00 ー 20:00
9:00 ー 21:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
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http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
中央図書館
分館
長良図書室
東部図書室
西部図書室
長森図書室
柳津図書室

岐阜市立図書館
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…全館休館日
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…図書室休館日

休館日の
お知らせ
編集後記

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
セレンディピティ（思いが
けないことの発見）あふれる
場として、私も図書館のこれ
からを思い描いて行きたい。
図書館単独では来ていただ
けなかった、多様なアクター
が集まって来る。日比野克彦
さんは新たなアクターとして
アート系の若者たちをそう評
した。
私は、子どもたちをもって
そう評したい。さて、次はど
んなアクターが登場してくれ
るだろうか。

複合施設の
図書館として

MAY

gifu city
library
5

図書館に行けば、いつも思いがけない新しい発見がある。
そんな図書館を目指して、蔵書や展示、イベント等に力を入れて頑張ります。

中央図書館では雑誌を紹介する展示を始めま
した。雑誌一覧や、司書がピックアップした
面白い雑誌を紹介しています。
展示ケースの中には昔の「宝島」や「毎日グ
ラフ」なども展示しています。ぜひのぞいて
みてください。ケースの中は今後も変わる予
定です。いつの時代もディープで身近な雑誌
の世界をぜひご堪能ください。
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雑誌のススメ

展示

PICK UP

Take free
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おすすめ

本

岐阜市立図書館だより

アートってなんだろう

恩田

陸／著

徳間書店 （F ｵﾝ）

天才建築家 烏山彩城と天才美術家 烏山響一が作り出した「野外美術館」
に主人公の平口捷をはじめとする男女数名が招待を受けます。
聖地・熊野の大自然の中には、奇妙で美しい仕掛けと恐怖が待ち受けて
いて・・・。
人気作家 恩田陸さんが送る幻想ホラー超大作です。

かわいい印象派
高橋 明也／監修・著
（723.0 ｶ）

杉山

菜穂子／監修

東京美術

今や世界で使われている「かわいい」という言葉をキーワードに、印象
派の絵画を眺めてみましょう。
日本美術には見られない、西洋美術ならではの「かわいい」魅力が次々
と発見できますよ。「かわいい」世界って意外と奥深い！
美術書とは違い、三菱一号館美術館の館長あきや先生と学芸員のなおこ
先生が面白おかしく名画を紹介してくれるので肩の力を抜いて楽しく読
むことができますよ！

イベント
案内

5/18 中央図書館
（水） ワークショップ

わたしのおすすめ本
展示

18:30~20:00
みんなのライブラリーワークショップの参加者を募
集します。
「みんなのライブラリー」とは、中央図書館にある
市民のみなさんによるおすすめ本の展示コーナーで
す。このコーナーに展示するため、館内でテーマに
沿ったおすすめ本を探し、ＰＯＰを作成するワーク
ショップを定期的に開催します。
同じ趣味を持った方と語り合いながら、楽しく展示
を作ってみませんか？
場

所：みんなの森
中央図書館

ぎふメディアコスモス２階
つながる読書のへや

テーマ：歴史
申込み：不要

長良図書室の壁面飾りもそん
な５月にふさわしく、雄大で
さわやかな山の風景をバック
に天高く泳ぐ鯉のぼりと、そ
の鯉のぼりに楽しそうに乗っ
ているかわいらしい金太郎く
んが登場しています！

5/28
（土）

分館

5

ファッションライブラリー
平成 28 年 5 月の
生活デザイン講座

10:00~12:30

3
4
5

講師：服部 宏己 氏
（岐阜市立女子短期大学
場

定

生活デザイン学科

教授）

所：岐阜市立図書館 分館 ファッションライブラリー
（ハートフルスクエアーＧ １階）
（岐阜市橋本町 1-10-23）
員：１０名 （小学生以下は親子同伴） ※要事前申し込み

石原 慎太郎／著

受講料：無料（ただし材料費代として 500 円は別途負担）

問合せ：岐阜市立中央図書館

申込み：平成２８年５月２日（月）午前９時より岐阜市立図書館
分館カウンターまたは電話にて受付（先着順）

TEL：058-262-2924

問合せ：岐阜市立図書館
ＴＥＬ：085-268-1061

分館

幻冬舎

F イシ

フランス人は 10 着しか
服を持たない 2
ジェニファー L. スコット／著
590.4 ス 2

カエルの楽園
百田

尚樹／著

新潮社

アンと青春
坂木

司／著

光文社

あの日
小保方

晴子／著

大和書房

F ヒヤ

F サカ

講談社

916 オ

5/20 中央図書館
（金） 第５回トークセッション
「ゆっくり、のんびり。
ぎふで暮らそう。」

19:00~20:30
毎回様々な分野のゲストを迎え、館長とゲストとの対談の中
で、身の回りにある豊かな自然、子どもの育ち、これからの
家族の暮らし方、モノとお金だけではない暮らしの楽しみ方
を、くつろぎながら身の丈レベルで考える講座です。また、
ゲストによる本の紹介も行います。
第５回目の今回も岐阜で建築事務所を構え、大活躍する
ELEPHANT design の門脇 和正氏にこれまでの人生の軌跡
や思いを語っていただきます。
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

出演者：門脇 和正氏（ELEPHANT design 二級建築事務所）
吉成 信夫（岐阜市立図書館館長）
定

持ち物：なし

長良図書室では毎回ボランティ
アさんがこのように素晴らしい
壁面飾りを作ってくださいま
す。ぜひ見に来てくださいね！

天才

「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―」
いろいろな色のストローできれいな橋をつくります。橋は細い鉄
の棒を組み合わせてできているので、あまりがんじょうに見えな
いと思います。
では、どのように工夫して強くできているのでしょう？その仕組
みを考えながら、細くて弱いストローを使って、強くてきれいな
自分だけの橋を作ってみましょう。
最後に、どれくらい強いか実験で確かめます。

使ってみよう！
自動貸出機！

緑の野と青々しい山と、美しい
菖蒲の花まで切り絵で表現され
ていてとても素敵です！

風薫る、気持ちのいい季節に
なりました。

予約 1
BEST 2

【新着図書】

皆さんは︑自動貸出機を使った
ことありますか？
中央図書館︑分館に設置されて
いるこちらの機械ですが︑窓口
に行かなくても︑自分で操作す
るだけで本の貸出手続きができ
てしまう優れものです︒
操作手順は︑とても簡単です︒

禁じられた楽園

NEWS

ちょこっと

①貸出ボタンにタッチ！
利用カードのバーコードを
スキャナーにかざす
②本を全てパッドの上に置く
③借りる冊数のボタンを押す

長良図書室 壁面かざり

ページをめくるたびに飛び込んでくるのは、アーティストたちのエネル
ギッシュな作品です。
無秩序に散りばめられた強い色彩の中にも、単色でシンプルな作品の中
にも、実は計算された美があったり、意味が込められたりしています。
芸術とは無限の自由を兼ね備えた大きな迷路のようです。
36 点の掲載作品から、「現代アート」の創造性に驚いてみてください。

④貸出ボタンを押し︑
レシートを受け取る

講談社 （702.1 ﾀ）

⑤終了ボタンを押す

秀爾／著

岐阜市立図書館
貸出の際は︑ぜひ自動貸出機の
ご利用をオススメします︒皆さ
んぜひ使ってみてくださいね！

ニッポン・アートの躍動
高階

２０１６年５月号

員：５０名（先着順）

申込み：岐阜市立中央図書館カウンターまたは電話にて受付
問合せ：岐阜市立中央図書館
TEL：058-262-2924

