Take free

岐阜市立図書館だより

２０２０年１２月号

Take free

岐阜市立図書館だより

２０２０年１２月号

gifu city library

よっこ／作

こうしんどう

庚申堂」というお堂へ
子ども司書たちは 「
古くからある
行くとお賽銭箱の前に
えん

こちらは
調べてみると、

の
縁結び」
猿＝ご縁で 「

あ、さっき引いた
おみくじ」にはなんて
「
書いてあるのかな？

恋愛運】
【
急ぐとよろし。

でも、私はまだ
町並みの川原町を
お猿の像がありました。 ご利益があるそうです。 急ぎたくないなぁ 。
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探検します！

休館日の
お知らせ

NEWS LETTER

…図書室休館日

12
2020

…分館・図書室休館日

できることさがし

…全館休館日

1２

2020
日
6

月
7

DEC

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

本格的な冬の足音が近づ

や 11 月の『ぼくのわた

き、寒さが身に染みる今

しのショートショート発

たった読書会という案は、

日この頃です。今年は岐

表会』はオンラインで行

語り合うことがままなら

阜市立図書館にとって、

いました。オンライン化

ないコロナ禍だったから

特別な 1 年でした。

されたことで岐阜県外の

こそのアイディアだった

新型コロナウイルスの影

たくさんの方に岐阜市立

のではないでしょうか。

響で 4 月には完全休館を

図書館を知っていただく

余儀なくされました。

ことができました。

開館後も、以前のような
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編集後記：新年は 1 月 4 日（月）から中央図書館・
分館が開館します。1 月５日（火）から図書室が開館
します。皆様、良いお年をお迎えください。

『語り合わない』ことをう

これから年の瀬に向けて、
まだまだ油断ができない

たくさんの人が集まるイ

子ども司書たちとは部屋

日々が続きます。できな

ベントは開催できず、利

の中での企画会議ではな

くなってしまったことも

用者の皆様には 1 時間以

く、一緒に街に出て面白

あるけれど、マスクを手

内の滞在を今もお願いし

いものをみつける楽しさ

放せない、現在の『新し

ています。

も知ることができました。

い距離感』で、できるこ

でも、そんな中でも秋以

また、チェロの演奏を聴

のだと思います。いつも

降は少しずつ、時には形

きながら、同じ本を図書

『じゃあ、何ができる？』

を変えながら普段の生活

館で読む < 語り合わない

の気持ちを忘れたくない

を取り戻してきました。

読書会 > をぎふライブラ

なと感じています。

10 月のシビックプライド

リークラブの新企画とし

トークセッション『発酵

て実施しました。

ともきっとまだまだある

岐阜市立図書館
中央図書館
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食品がくらしをつくる』
岐阜市立図書館

https://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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今回は、コロナ禍での開催ということでオン

わやかな作品！」とリアルタイムで感想コメ

過去最多の 137 作品が集まりました。たく

コメントを返すなど、会場と観覧者と双方

せん。それは、菌のバリエーションが非常

ら選んだ 8 作品を、作者の中高生が朗読発

また、観覧者の半数は県外ということで、

はいいます。また、雷が田畑に落ちることに

いただきました。

ことをうれしく思いました。

ティの象徴です。

い米がとれるという説があるのだそうです。

朗読が始まると、会場の雰囲気がパッと変

イベントの最後には「書くことで得られるパ

に暮らしを作っていくための『シビックプラ

そして、昔から人間は作物がよく育ったこと

でしまったり、意外な展開に「えっ」と声を

発酵デザイナーの小倉 ヒラクさんを招いて

シビックプライド・トークイベント「発酵食
品で暮らしをつくる」を開催しました。

『発酵食品』は健康ブームで語られる 1 ジャ
ンルにとどまらない、ローカルアイデンティ

今回のイベントはこの岐阜という地で主体的

イド』について考える時間となりました。

ライン観覧でしたが、6 回目となる今年は
卓です。でも不思議と毎日食べても飽きま

に豊かで味に深みが出るからだと小倉さん

よって発酵が進み、稲がよりよく育ちおいし

への感謝をこめて発酵のたまものであるお

た存在とのコミュニケーションとして『発酵』

の風景を掘り起してこられました。

お話しでした。

発酵とは、「土地の文化や歴史そのものの

があったのだと大変驚かされる、興味深い

岐阜の発酵の風景についても存分に語って

アイデンティティだ」と小倉さんはいいます。 くださいました。鮎のなれ鮨は古くから長良
川とともに生きる人が培ってきた、徳川家に
例えば、塩漬けの唐辛子を雪の上にさらし
て麹などと混ぜて発酵させた「かんずり」

は、大寒の日に「寒ざらし」にすることで甘

みを引き出す独特の製法で作られています。
雪の上に赤い花が咲いたような幻想的な風
景は新潟の冬の風物詩になっているそう。

表し、朝井さんから一人一人へコメントして

わります。朗読を聴きながら思わず息をのん
上げそうになったり。今年は例年にも増して

酒を神棚にそなえてきました。自然を超え

ゲストの小倉 ヒラクさんは「発酵」という

切り口から全国各地の、その土地ならでは

さんの応募作品の中から朝井 リョウさん自

も献上されてきた岐阜の食のシンボルの一
つです。

物語の世界に引き込まれるドラマチックな朗
読が多かったようです。

史であり、目に見えない菌たちの働きによっ

朗読が終わると、朝井さんが「これは解説

なし突き放し系の作品だね」など丁寧に、

ユーモアを交えて独自の分類でコメント。

発表前は舞台袖で「ふう…」と硬い表情で
深呼吸していた中高生たちも、大仕事を終

品だなあ」とか、「セリフ 1 行のネタばらし

があざやか！」などの朝井さんのコメントに、
嬉しそうにはにかんだり、緊張のほどけた柔

このように、1000 年以上の歴史の中で「発

て衰退していた土地や、分断されたコミュニ

らかな笑顔で思いを語ってくれました。

強く結びついてきました。

葉が印象的。その土地の菌のささやきに耳

また、全国からたくさんのエールがオンライ

ティがよみがえることもあるのだ」という言

をすませ、ローカルな発酵を掘り起こす旅

豆腐の味噌汁に納豆に白米。特別じゃない、 をしてきた小倉さんならではの奥深い発酵の
世界にお客さんも魅了されていました。
高価なものでもない、昔ながらの普通の食

ン上から届きました。「朗読でより魅力的に

なる作品ですね！」「学生時代を思い出すさ

多くの人にこのイベントを知っていただけた

ワーというものがあると思う。書くことは必

ず自分を支えてくれる」と、朝井さん。発表
者だけでなく作品を送ってくれた中高生すべ

てへの心強いエールになったと思います。

らいいな」と未来の書き手に向き合ってくだ
さり温かい気持ちになりました。

吉成信夫・ぎふメディアコスモス 総合プロ

デューサーも「言葉は生きる上での武器に

なる」という、第 1 回のショートショート発
表会での朝井さんの言葉を改めて紹介。作
品を体で表現する醍醐味を感じてほしいと
語りました。

例年と違うことがたくさんあった今年のイベ

ントでしたが、和やかな雰囲気の中終えるこ

とができました。発表者の皆さん、また、

全国から彼らの勇姿を見守ってくださった観
覧者の皆様、ありがとうございました！

★応募作品を収録した作品集は中央図書館のカウンターにて配布しています。（3 月末まで）
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酵」はその土地だけの風景や文化、味覚と

向ならではのやりとりの面白さがありました。

「書くことをこれからも一緒に続けていけた

えた後は、「古き良き日本の風景のような作

「発酵はかつて人がどのように生きたかの歴

ントが入り、それを受けてさらに朝井さんが
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本棚でキャッチボール（Zoom で開催）
『本棚でキャッチボール』は、自宅の本棚にある本のタイトルでしりとり遊びをす
るゲームです。誰かの本棚、自分の本棚との新たな出会いを楽しんでみませんか。

午後 7 時〜 8 時

（午後 6:45 〜ミーティングルームに入室できます）

本

ソロ活女子のススメ
朝井 麻由美／著

大和書房

夫や、心得をソロ活を極めた著者が紹介しています。

これを読めば、ひとりの時間がもっと楽しくなります。
ソロ活の扉、叩いてみませんか？

ひとりラーメン、 ひとり遊園地…
楽しみ方は無限大です！

明記してください。

中央

1/20
（水）
1/22
（金）
1/25
（月）

※参加にはオンライン会議サービスの Zoom アプリをインストールした
スマホ、パソコンなどの端末が必要です。

人を呼び込む魅力的な仕掛け
−POP・インテリアデザイン・フライヤー−
起業をしたが集客に不安のある方、起業を考えていて集客のノウハウを知りたい
方を対象に、人を呼び込む仕掛けの専門家が、ワークショップを交えながら集客
の道案内をする全 3 回のセミナーです。

第 1 回「心をつかむ手描き
日 時：1 月 20 日（水）
講

POP」

師： 高山 マサエさん

（POP 高山 代表、愛知県よろず支援拠点ミラサポ専門家）

第 2 回「印象が変わるインテリアデザイン」
日 時：1 月２２日（金）
講

師：住 百合子さん（AO STYLE 代表）

第 3 回「たった
日
講

定

1 枚の紙で人を惹きつける！」

~ 手に取られるフライヤーとは？ ~

世界文化社

498.5 サ

管理栄養士でもあり、健康運動指導者でもある著者がお惣菜、コ
ンビニ、店屋物でも実践できる健康的な食事を紹介しています。
出来合いの料理にちょっとプラスするだけで食物繊維、ビタミン
C がアップする食べ方は必見です。

クリームかトマトか…。 スパゲティなら
どちらがダイエットにいいと思いますか？

【新着図書】

ひとりぶんのキャンプごはん
JUST REAL SOLO CAMPING
RECIPES
緑川 真吾／著

大泉書店

596.4 ミ

今何かと話題のソロキャンプ。

混ぜるだけの簡単なものから下準備ありの手の込んだものまで 61
種類のキャンプごはんをオールカラーで紹介しています。

著者流の道具セレクト、調味料も掲載しており初心者でも分かり
やすいですよ。

キャンプで食べるごはんの味は
どれも格別ですね！

時：1 月 25 日（月）

師：今尾 真也さん・臼井 南風さん

（（株）リトルクリエイティブセンター）

午後 1 時〜 4 時

各回とも
場

男おひとりさま
「中食・外食」でヘルシー・ライフ！
佐々木 由樹／著

図書館ビジネス支援セミナー

049 ア

ひとり遊びの事をソロ活と言うそうです。ひとりでも楽しめる工

申込み：Ｅメールにて受付。当日使用するハンドルネーム、電話番号を
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

おひとりさま〇〇

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

あつまるスタジオ

員：各１０名（先着順）連続での参加も可

申込み：12 月 22 日 ( 火 ) 午前９時から、中央図書館の窓口または電話・
ＦＡＸ・Ｅメールにて受付します。

お申し込みの際は、名前・住所・電話番号・年齢・参加希望の回」
をお伝えください。

中央図書館

NEWS

「聴く読書会」を開催しました

11 月 14 日（土）、中央図書館 シビックプライド

ライブラリーにて、ぎふライブラリークラブイベント

「図書館で音楽を聴きながら みんなで本を読もう」
を開催しました。

参加は１３名。米澤 穂信さんの小説『氷菓』を持参

して好きなテーブルに着きます。ただし、周りの方と
会話はしません。北村 多佳子さん（フリーのチェリ

中央

1/18
（月）
1/28
（木）
2/8
（月）
2/15
（月）

スト）の生演奏が始まり、音楽を聴きながらゆった

長良川大学・図書館文学講座

りと自分のペースで読書を楽しみました。会場内は

「昔話の世界」

終始、心地よい雰囲気に包まれていたと思います。

誰もが知っている４つの昔話について学ぶ講座です。昔話の奥深い世界に触れて
みませんか？

『桃太郎』

日

時：1 月 18 日（月）

『一寸法師』

日

時：1 月 2８日（木）

『わらしべ長者』

日

時： 2 月 8 日（月）

『浦島太郎』

日

時： 2 月 15 日（月）

第1回
第2回
第3回

第4回

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

NEWS

「ファッションライブラリー新着図書」
ファッションライブラリーの新着資料が、西口
前のコーナーにできました。裁縫、手芸、美
容などの新刊がこちらにまとまっています。

また、ファッションライブラリーの資料の一部

が付近にありますので、併せてぜひご覧くださ

い。

午後 1 時 30 分〜 3 時

雑誌コーナーには、ファッション雑誌の最新号

場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：１００名（申込み多数の場合は抽選）

講

皆さん初めて体験するイベントでしたが、また開催し

てくださいとの声が多く聞かれました。

師：三木 秀生さん（中部学院大学講師）

1階

が一部置いてあります。国内外のファッション

みんなのホール

誌やインテリアに関する雑誌が多数あります。

バックナンバーの貸出も行っていますので、ご

希望の方はカウンターまでお問合せください。

申込み：郵送、中央図書館の窓口にて受付。

郵送の方は、往復はがきに講座名・郵便番号・住所・氏名（同

伴者がいる場合はその氏名。2 名まで申込み可）、電話番号を明

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー

記し郵送。中央図書館窓口の場合は返信用の郵便はがきを持参
締

してください。

ブレイディ みかこ／著

切：１２月１５日（火）当日消印有効

希望の糸
東野 圭吾／著

岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40-５
F A X：058-262-8754
T E L ：058-262-2924

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

講談社

クスノキの番人
東野 圭吾／著

実業之日本社

F ヒガ

F ヒガ

流浪の月
凪良 ゆう／著

新潮社

東京創元社

ライオンのおやつ
小川 糸／著

ポプラ社

376.3 ブ

F ナギ

F オガ

