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今日はコミュニティーセンターへ

　　　　　　　巡回図書館に

　　　　　　　　行ってきます！

小さな秋も

本といっしょに

見つけました♪

ご予約の本
です。
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５ヶ所のコミセンへ

図書館の本を積んで GO ！

各コミセンへ

週１回ほど

出張します。

ありがとう。
届いてうれしいわ。

ブックポストに

返却された本も

回収して帰ります。
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http://www.g-mediacosmos.jp/lib/

…図書室休館日

…全館休館日

gifu city library
NEWS LETTER

10

ふと時計を見たら、かな
りな時間が経っていた。
風雨は収まるどころかま
すます力を強め、さすが
に館内には来館者もまば
らだ。天候が悪くなけれ
ば、実は私たちはずっと
ここにいたかったと後か
らお手紙を頂いた。
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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
　

先月のことだ。
ある日の午後、雨風の激
しく吹き荒れる中を、バ
ス１台に乗り、台湾の職
業教育に関わる視察団体
がやって来た。

滞在型図書館のコンセプ
トや開館以来やって来た
ことの経緯、職員の奮闘
ぶりやボランティアの皆
さんのことなどをお話し
たのだが、大学の先生方
がとても熱心に耳を傾け
てくれていることがわ
かって、私もいつも以上
により熱を込めてお話を
した。質疑も次から次へ
と止まらない。

休館日の
お知らせ

岐阜市立図書館

2018

編集後記：「読書の秋」、「芸術の秋」に「食欲の秋」。
どれも楽しみですが、私はスポーツをがんばります。

この日は不思議な日で、
午前中にもノルウェーの
図書館長さんの訪問があ
り、これからの図書館に
ついての意見交換をした。

言語や民族は異なっても、
ここ岐阜で、図書館で今
取り組んでいることを、
国を越えて瞬時に共感し
合えることの中に、私は、
図書館、そして、ぎふメ
ディアコスモスの未来へ
の希望を見ている。

岐阜市立図書館
 館長 吉成 信夫

未来への希望

未来の書き手を育てたいという思いから始まったこのイベントも４回目。

原稿用紙５枚以内のショートショート作品を募集したところ、今年も

中高生から力作が集まりました。

応募作品は過去最多の１１４作品！！

その中から、朝井リョウさんが悩みながら選んだ８作品はこちら！！

■中学生の部

・『自分にとっての楽園』

・『床下』

・『感情カメレオン』

■高校生の部

・『日曜日の消し方』

・『コンテスト』

・『虫』

・『唯一無味」

・『正夢彼女』

ショート•ショート発表会開催！
１０月２７日（土）、朝井リョウさんをお招きして

「ぼくのわたしのショートショート発表会」を開催します！

選ばれた８作品の作者がステージで自作を

朗読発表！

発表後は、1人1人に朝井リョウさん
からコメントをいただきます。

観覧者募集
１０月２７日（土）午後２時～（午後1時30分開場）

みんなの森ぎふメディアコスモス　１階　みんなのホール
出演者：朝井リョウさん（小説家）、作品を発表する中高生

定　員：２００名（要申込・先着順）　　対　象：小学生以上

申込み：中央図書館窓口または電話（058-262-2924）、

　　　　　Ｅメール（moushikomi@gifu-lib.jp）にて受付

YA担当の司書に聞く！「印象に残った作品は？」
※YAとは、ヤングアダルトの略で中高生世代のことです。

YAレッド

YAイエロー

YA
ピンク

YA
ブルー

『日曜日の消し方』

タイトル、書きだしにセンスを

感じる『日曜日の消し方』。

著者の日常が垣間見える

ほっこりとした作品です。
『揺れる』
家族との複雑な関係をテーマに、 物語が進んでいく『揺れる』。 若者の複雑な胸の内をとても 上手に描いています。

『平和な日常こそ
  私の幸せ』
そこそこ平和な毎日を過ごす
普通の高校生に、
ドキリとする出来事が起きます。 さあ、どんなサスペンスが
始まるのでしょうか。

『コンテスト』

全国で最も「お母さん」

らしいお母さんを決める

コンテストのお話。

ついついお母さんに

感謝したくなって

しまう作品です。

『床下』
床下に閉じこめられた
「アレ」とは？
恐怖が文学的な描写の
中で加速する。
膨らむ想像を止められない。
ゾクゾク感を是非！

応募していただいた作品は
『ぼくのわたしのショートショート発表会作品集』に
掲載し1冊の本にします。
図書館で貸出ができるようになりますのでお楽しみに。

中央図書館の「ビジネス
チャレンジ支援相談窓口」
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）

９月よりビジネスチャレンジ・
ミニセミナーが毎月行われる
ことになりました！

毎週木・土曜日に岐阜県よろ
ず支援拠点のコーディネー
ターによるビジネス相談会を
行っていますが、各月、最終
土曜日の午前10時～正午、
多く寄せられる相談などを
テーマに４～8人の少人数で
のセミナーを実施します。

自分と同じ悩みを持つ人が集
まるので、他の人の事例を知
り、疑問や問題を共有するこ
とができます。また、このセ
ミナーをきっかけに浮かんだ
問題をその後個別に相談する
こともできます。
10月のテーマは「思わず手に
とるチラシの作り方」です。
ぜひご参加ください。

お申し込みは、
岐阜県よろず支援拠
（TEL:058-277-1088)へ。

チャレンジ！

ビジネス！！

～ミニセミナー開催！ ～

お知らせ

YA
シマシマ

『蠅人間』

どんどん虫に身体が

変化していく「蠅人間」。

最初から最後まで

スピード感のある作品。

ドキドキしっぱなしです。

YA
ブラック

YA
グリーン

『ありがとう』
「逃げているのはお前だろう？」
彼のまっすぐな言葉は、
目を背けていた
自分の弱さを映し出し、
思わずジーンとしちゃいました。
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長森図書室 蔵書点検のため休館



   

岐阜市立図書館 分館  TEL：058 - 268 - 1061  
（JR 岐阜駅東高架下ハートフルスクエアーG １階） 
10 月 30 日（火）は休館日です 

■問い合わせ先■ 

ペットに癒される皆様からの 
投票も実施します!

犬派？ 猫派？ 

旅行？グルメ？それとも音楽？ 
リラックスしたいとき 
あなたは何をしますか？ 
リラクゼーションに関する 
さまざまな本を展示します。 
「試してみたい！」ことを 
見つけてみてください。 

あなたは 

岐阜市立図書館 分館 東口コーナーにて 

図書館まつり2018

10 月 27 日～11 月 9 日は秋の読書週間です 

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
T E L ：058-262-2924　　　　　　F A X：058-262-8754
Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ .ジェイピー）

展示　PICK UP
「お悩み請負います！ 
 本で解決サポーター」
　
ＹＡエリア北側にある掲示板「心の叫びを聞
け！」に寄せられた中高生の悩みに、同世代の
青少年サポーターが返事と、悩み解決に効きそ
うな本を選んでくれました。恋・友達・勉強と
悩み多き世代だからこその言葉と本のプレゼン
トに、悩みもほろりと溶けそうです。

分館　岐阜市橋本町1-10-23
T E L  ：058-268-1061

201８年８月11日～
2018年９月10日並木道読書会Vol.14

大好きなあの作品について、ほかの人と語り合ってみませんか？
一人で読むのとはまた違った楽しみがあるかもしれません。
みんなで作品の感想を話し合い、理解を深めて気軽に交流しましょう。
 
午前 10時～ 11時　※15分前開場
場　所：中央図書館　南東読書スペース
テーマ作品
①米澤 穂信作品なら何でもＯＫ！
②『モモコとうさぎ』　著／大島 真寿美
申込み：中央図書館の窓口または、電話、Ｅメールにて受付。
　　　　Ｅメールにて申込みの際は、氏名、テーマ作品、連絡先を明記。
その他：申し込みが少ない作品は、その作品についての話し合いは中止。

11/11
（日）
中央

パイプを使ってマフラーを織ろう
食品ラップの芯や塩ビ管など、身近な筒を用いて簡単な織物を織ってマフラーを
作ります。
 
午後１時 30分～３時
場　所：分館　ファッションライブラリー
講　師：太田 幸一先生（岐阜市立女子短期大学　生活デザイン学科　准教授）
定　員：15名 ( 要申込・先着順）
持ち物：極太～並太程度の手編み糸４玉程度、はさみ
　　　　（もしあれば食品ラップの芯を３本程度ご用意下さい。）
受講料：無料
申込み：10月 19日より、分館の窓口または電話にて受付。
　　　　申込みの際は、住所・氏名・年齢・電話番号をお伝えください。

11/3
（土•祝）
分館

目指せ直木賞作家！
ぼくのわたしのショートショート発表会
岐阜県出身の直木賞作家・朝井リョウさんをお招きし、中高生のみなさんが応募
した自作短編小説の発表会を行います。中高生自らが朗読で作品を発表し、その
場で朝井さんがコメントやアドバイスをします。
 
午後 2時～（午後1時 30分開場）
＊イベント開始までに入場されない場合は、キャンセルする場合があります。

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
出演者：朝井リョウさん（小説家）、作品を発表する中高生
定　員：２００名（要申込・先着順）
対　象：小学生から大人
申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付。

10/27
（土）
中央

みんなの図書館　おとなの夜学
水道山と象鼻山から妄想する "はじめの王 "
- 卑弥呼のライバル狗奴国を濃尾平野に探す -

邪馬台国の卑弥呼が中国から貰ったとされる「長宜子孫銘内行花文鏡」が岐阜の
水道山から発掘され、邪馬台国に対抗しうる強大な王の存在が濃尾平野にあった
ことを示唆。この地に、どんな暮らし・営み・クニが栄えていたのかを探ります。
 
午後７時～８時 30分
場　所：中央図書館　南東読書スペース
ゲスト：竹内 蘭さん（古代妄想家／瓢箪作家・瓢道位教士四段）
　　　　横田 宏さん（岐阜市教育委員会社会教育課）
定　員：５０名（要申込・先着順）
対　象：中学生以上　※お子さま連れはご遠慮ください。
申込み：10月１日より、おとなの夜学サイト（http://otonanoyagaku.net）   
　　　　または中央図書館の窓口、電話にて受付。

11/1
（木）
中央

蔵書点検により臨時休館をします
岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程に臨時休館をいたします。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

長森図書室 　10月 23日（火）～ 25日（木）
休館中は、ブックポストに返却ができます。

（DVD・CDなど一部ブックポストが利用できない資料もあります。）

分館では 10 月 12 日から 11 月 11 日まで、
展示「本でリラクゼーション」を行います。
秋の読書週間の標語「ホッと一息　本と一息」
にあわせて、食べ物や音楽、スポーツ、映画、
旅行などを中心としたリラックスできる本や
趣味の本を紹介します。
また、癒しのペットである犬と猫のアンケー
ト投票もあります。
子どもから大人までどなたでも大歓迎です。
ぜひご参加ください。

「図書館まつり2018」分館   NEWS
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ブロードキャスト
湊 かなえ／著　　KADOKAWA　 　Fミナ

大家さんと僕
矢部 太郎／著　　　新潮社　 　　726.1 ヤ

極上の孤独
下重 暁子／著　　　幻冬舎　　　BC159シ

下町ロケット　ゴースト
池井戸 潤／著　　　小学館　 　　Fイケ

未来
湊 かなえ／著　　　双葉社　　 　Fミナ

秋の夜長、コーヒーを片手に
大人の折り紙に挑戦おすすめ　本イベント　案内

おもてなし折り紙
小林 一夫／著　　　　ソシム　　　　754.9 コ
　
新年や結婚、出産などのお祝いごとを折り紙で作った小物と一緒に迎え
るのはいかがですか？
箸袋やご祝儀袋、普段のちょっとしたパーティーなどで気軽に使える小
物の作り方が収録されています。また、富士山や兜といった日本らしい
飾りの作り方も掲載。大切な人と過ごす大切な日のために作れば、喜び
もひとしおです。

オリガミ・ボックス
山梨 明子／著　　　　日貿出版社　　　　754.9 ヤ

誰かにちょっと贈り物をするとき、その贈り物に合ったラッピングをし
たいな、なんて思うことはありませんか？
そんなときは好きな紙で箱から手作りしましょう。この本には、ひと捻
りきいた個性豊かな箱がたくさん載っています。贈り物にこめた思いが、
相手により伝わりやすくなること間違いなしです。

【新着図書】

くすだま折り花百科
久保 満里子／著　　　　ブティック社　　　　754.9 ク

折り紙で造花にも負けない、きれいな花を作りましょう。立体的な花を
折り、それを組み合わせることで、立派な花束が完成します。
また、くすだまにまとめれば、天井から吊るすなど飾り方のバリエーショ
ンも広がります。季節の移り変わりを花の折り紙で感じてみませんか？

大切な人へ心を込めて折る。

ふたをぐるぐる回して開ける箱に

カチッとロックがかかる箱など…。

お部屋を華やかに飾りませんか？


