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第４期 子ども司書養成講座
小学４年生から中学３年生までの子ども 20名
が、 ４日間で 16 講座を受講しました。
ー
カンチョ
講師はアンドリュー ・ デュアー先生と吉成図書
館長、 そして司書さんたちです。
司書さん
たち
この講座では 『本と人とを結ぶリーダー』 に
なることを目的に、 司書の仕事を学びます。
授業は、 本を探すお手伝い 「レファレンス」、
おはなし会での 「読み聞かせ」 と 「ブックトーク」、
「本の修理」、 「絵本づくり」 などなど。
最後に認定証をもらって、 ここからが 「終わり
の始まり」 です。 岐阜市の子ども司書に求め
られることは 『自分で考え、 自分の言葉で伝
える力』。 これから学校で、 家庭で、 図書館で
紙芝居の練習
新しい子ども司書たちの活躍が楽しみです。

ビブリオバトル

子ども
図書館

第 1 回 リーダーの集い

読書ノート 「本のお宝帳」 を６冊
達成して本の 「リーダー」 になった
小学生８人が集まりました。
それぞれ好きなテーマで、 本を３冊
選び、 ダンボール箱をかざりつけて、
オリジナルの本棚を作りました。
「戦いや歴史」、 「動物の物語」
などいろんな大好きが集まった、
個性が溢れる本棚ができました。
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柳津図書室

サイエンスおはなし会
柳津公民館にて
科学の遊びや実
験を行う 『サイエ
ンスフェスティバル』
を開催しました。 約 2000 人の来
場者があり、 会場は大賑わい！そ
の中の一つ「サイエンスおはなし会」
のテーマは 「動く」。 読み聞かせは
もちろん、 「だるま落とし」 や 「バッ
トの重心あて実験」、 工作 「ころ
ころピエロ」 も大人気でした。 親
子で 「科学の面白さ」 を実感で
きる、 楽しいイベントでした！
8/6 分館 図書館謎解きゲーム
新 ・ 失われた物語をとりもどせ！

8/10

巡るフランス、言葉と音楽
鬼頭 ん
さ
國枝
先生

子ども司書 富山市立図書館へ
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富山市立図書館の見学と富山市の子ども司
書との交流に、 子ども司書 18 名がバスに乗っ
て出発です！道中、サービスエリアでソフトクリー
ムを楽しみつつ、 富山市に到着！
富山市立図書館 「きらり」 と 「子ども図書館」
を見学。 今回初めて訪れた 「子ども図書館」
は、 まるでおもちゃ箱をひっくり返したようなカ
ラフルでワクワクする図書館でした。
富山市の子ども司書との交流では、 本の魅
力を伝えるビブリオバトルで対決！みんな緊張
しながらもしっかり伝えきりました！

ゲストは、 フランス文学の國枝孝
弘先生と地元の cd shop songs
の鬼頭黎樹さん。 ジャンルの異な
る二人が 「フランスの音楽」 をテー
マに歌詞と音楽の解説でセッション
しました。 取り上げた音楽は、 近
代から現代までのシャンソン、 ポッ
プス、 ラップと幅広く、 アーティス
トの人柄やその時代背景について
も熱く語り合いました。

今回で２回目となる謎解きゲーム。
館内に散りばめられた謎を見つけ、
全ての問題を解き、 失われた物
語を完成させよ！
制限時間は 60 分！はたして時間
内に攻略できるでしょうか？

午前と午後の２回で、 小学生か
ら若い方を中心に参加がありまし
た。 みなさん真剣に問題に挑み、
「協力して問題を解いた」、 「全部
解けなくて悔しい」 と盛りあがって
いました。

レンス
レファ
もの
「調べ
い。」
お手伝
「調べもの」のコツ
調べ物に役立つ「パスファ
インダー」
を使いこなそう！
Q. 岐阜の特産品や伝統が
知りたい。
8 月は郷土に関するレファレ
ンスが多くありました。子ど
もたちが夏休みの宿題で研
究したのでしょうか？
図書館では、特定のテーマ
について調べたい時に役に
立つ「パスファインダー」
と
いうものを作成しています。
パスファインダーとは、参考
になる本や調べ方について
の情報を、
Ａ４サイズ１枚の
用紙にまとめたものです。
岐阜市の地名など郷土に関
することや、恐竜や妖怪につ
いてなど、現在、一般向けと
児童向けの合わせて約 30
種類のパスファインダーが
あります。
配布場所は、
中央図書館の
レファレンスカウンターの西
側、対面読書のへやの横の
チラシ置き場です。
ぜひ手に
とって見てくださいね。

まれて
読書を楽し ！
いるようです

さん、
もう皆 りの
自分な で
方
くつろぎ

http://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
館長 吉成 信夫

岐阜市立図書館

子どもから大人まで
誰でも自由に読書が
楽しめる場所です。

一人で、
家族や友人、恋人と
いっしょに読書も良いですね。

舟の中に入って座ってみました↑
エア彼氏

約５m

編集後記：９月２８日（金）に「本の語り場 ( バー )
〜ぎふまちライブラリー 秋の植本 ( しょくほん ) 祭〜」
を開催します。詳しくは、チラシ、HP をご覧ください。
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子ども司書の育成もこの
夏で４期生を新たに加え
ることができたので、す
でに 80 名が生まれてい
ます。彼らの活躍はとど
まるところを知りません。
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こうやまき

この度
新たな
読書スペースが
誕生しました！

それが、こちらの
川舟型読書
スペースです。

高野槙という
木を使っていて
木の良い香りが
します。

1
本棚も
あります↓

ごろん→
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2018

金

土

８月には富山市立図書館
をバスで訪問し、富山の
子ども司書さんたちとビ
ブリオバトル（本の批評
合戦）を繰り広げました。
こちらからは３人の子ど
もたちが代表として参戦
しましたが、チャンプに
なったのは３期生で小学
５年生の女の子。

終わった後、彼女たちに
聞いてみたら、三人とも
に台本もなく頭の中で考
えた言葉をほぼ即興で
語っていました。すごい
ものだと思います。彼女
たちには自分の言葉で、
聴衆のいる前で、簡潔に
しかも想いを込めて話す
というチカラがいつのま
にか身についているよう
です。
この２年間、ラジオ番組
を毎月放送して来た成果
なのかもしれません。

子ども司書のチカラ

SEP

…全館休館日
…図書室休館日

中央図書館には
子ども専用の読書
スペースが
あります。

↑ころん

よっこ／作
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イベント
9/16
（日）
中央
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

中央

午前 10 時〜正午
場所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 あつまるスタジオ
解説と司会：堀 素子さん（ぎふライブラリークラブ）
定員：30 名（事前申込・先着順）
申込み：中央図書館窓口または電話、Ｅメールにて受付
E メールで申し込みの際は、氏名、参加人数、代表者連絡先を明記。

本の語り場
しょくほんさい
〜ぎふまちライブラリー秋の植本祭〜

10/6
（土）
分館

中央
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

世界には不思議な場所、伝説や逸話のある名景、思わず息を呑むような
幻想的な景色がたくさんあります。古今東西の不思議な名所を「遺跡と
歴史の名所」「伝説と逸話の名所」「不思議と驚きの名所」という 3 つの
視点から、その場所にまつわる物語をめぐってみませんか ? 不思議な風
景や、想像がふくらむような美しい写真とともにお楽しみください。

不思議な場所やものへの
関心、 興味はつきません。

物語のある風景

大好きな本を片手にめぐりたい街と絶景
MdN 編集部／編

エムディエヌコーポレーション

902 モ

午後７時〜８時 30 分

【新着図書】

所：みんなの森

ぎふメディアコスモス

１階

かんがえるタジオ
食

子どものころに親しんだ
物語の風景をめぐってみませんか？

コーヒーと日本人の文化誌

世界最高のコーヒーが生まれる場所
メリー・ホワイト／著

有泉 芙美代／訳

創元社

383.3 ホ

日本はコーヒー豆の消費量が多く、コーヒーをよく飲んでいる国の一つ
です。コーヒーとともにほっと一息をついたり、勉強や仕事、友人と談
笑をしたり、カフェや喫茶店は私たちの日常の身近な場所になっていま
す。日本のコーヒーとカフェ文化がどのように生まれ、利用されてきた
のかわかる一冊です。

アメリカの人類学者の著者が
フィールドワークで調べました。

本でウォークラリー

下町ロケット
池井戸 潤／著

本のタイトルを「しりとり」でつなぎながら本を探し、図書館内を歩き回るゲー
ムをします。いつもは素通りしていた本との新たな出会いがあるかも！？

小学館

島本 理生／著

場 所：中央図書館 つながる読書のへや
定 員：先着 10 名（要申込） ※小学生以下は保護者同伴
申込み：中央図書館窓口または電話、E メールにて受付。
E メールで申し込みの際は、氏名、年齢、参加人数、代表者連絡先を明記。

文藝春秋

ニードルパンチでランチョンマットと
コースターを作りましょう

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（開場：午前 9 時 45 分）
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 おどるスタジオ
テーマ作品：「コーヒーが冷めないうちに」川口 俊和／著
「朝井リョウ特集」 朝井リョウ作品なら何でもＯＫ！
「恋は雨上がりのように」（コミック） 眉月 じゅん／著
申込み：中央図書館の窓口または電話、下記 E メールにて申込み。
E メールで申し込みの際は、氏名、テーマ作品、連絡先を明記。
その他：参加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。

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
Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

Ｆシマ

KADOKAWA

任俠浴場
今野 敏／著

フェルトにニードルで羊毛をあしらいオリジナルのランチョンマットと
コースターを作ります。

並木道読書会 Vol.13

F イケ

ののはな通信
三浦 しをん／著

午後１時 30 分〜３時

ゴースト

ファーストラヴ

午後２時〜３時半

場 所：分館 ファッションライブラリー
定 員：15 名
持ち物：洋裁道具（はさみ、針、ものさし、えんぴつなど）
受講料：無料（材料費として 600 円を別途負担）
申込み：往復はがきに①講座名②郵便番号・住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号を
記入の上、分館へ。 ※おひとり１通まで。
締切り：9 月 26 日（水）必着。（応募多数の場合は抽選。）

10/13
（土）

290.8 セ

ぎふまちライブラリーの店主（カタリスト）とそれぞれの店主が決めたお題に沿っ
て語り合いませんか？参加者はテーマに合った本を 1 冊持って来てください。

申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて申込み。

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

パイインターナショナル

「シンデレラ」や「アルプスの少女ハイジ」、「白雪姫」、「不思議の国の
アリス」…。幼いころに胸をときめかせて読んだことのある方も多いの
ではないでしょうか？物語で描かれた街や風景のモデルとなった場所を
美しい写真で紹介しています。あわせてあらましや物語の背景も詳細に
解説されている一冊です。

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

中央

コーヒーを片手に

不思議と驚き、逸話がつづる魅惑の名景

いま話題のニュースを英米の新聞記事から原文で紹介し、日本語翻訳で解説しま
す。テーマは「トルコの選挙にみる民主主義の危機」です。ニュースの背景などを、
図書館の蔵書を提示しながら紹介します。

場

9/30
（日）

本

世界 伝説と不思議の物語

「世界にひらく窓」第５回

バー

9/28
（金）

２０１8 年９月号

201８年７月 11 日〜
2018 年８月 10 日

展示
「FC 岐阜

中央公論新社

むすびつき
畠中 恵／著

PICK UP
選手のおすすめ本！」

展示グローブでは FC 岐阜の選手が選んだおす
すめ本を、チームグッズとともに紹介していま
す。みなさんが好きな選手がどんな本を選んだ
かチェックしてみてくださいね。
さらに今年は松本山雅 FC グッズの交換展示も
ありますよ。
また長良川国際競技場で開催された、FC 岐阜
VS レノファ山口 FC の試合観戦の様子もご覧く
ださい。

「子ども司書養成講座で POP 作り」
この夏開催した、第４期「子ども司書養成講座」。
全 16 講座の授業の一つに本のポップ作りがあ
ります。
この講座で子ども司書 20 人が作ったポップは
どれも力作揃い。本を紹介する言葉に心をつか
まれ、本を手に取りたくなること間違いなし！
本の表紙画像といっしょに、中央図書館のエン
トランスにて展示しています。
写真は「かこ さとしさんの展示」風景

新潮社

Ｆミウ

F コン

F ハタ

