岐阜市立図書館だより

２０２１年１月号

朝

よっこ／作

おはよう
ございます！

１階の作業エリア
では …

中央図書館は お願いします。
お昼からの司書さん
も加わります。 夜８時まで開館しています。

web から
予約した方
へ連絡します

近隣の図書館と
本の貸し借りを 本を選ぶ会議中
しています
本を修理
します

ミーティング中‥

本がご用意
できました！

届いた新刊を
チェックします

司書さんの仕事は
まだまだ続きます。

企画展示を
作っています

夕

ボランティアです
こんにちは！

バシャ
バシャ

いつも笑顔の司書さん。
水面下ではいつも一生懸命
な姿は水鳥のようだと思い
ました。

今年もどうぞよろしく

巡回図書館から
帰ってきました
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…全館休館日
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新年は
1 月 4 日（月）から中央図書館・分館が開館
1 月５日（火）から図書室が開館します。

編集後記：あけましておめでとうございます！新し
い年が、皆様にとって良い年になりますように。

岐阜市立図書館
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

を 2 日間に凝縮。定員も密にならないよう小
学 4〜6 年生までの 10 人です。今年も講師

は、東海学院大学教授のアンドリュー・デュ

アー先生と、図書館長からぎふメディアコス

モス総合プロデューサーとなった吉成（Ｐ）

さん、そして図書館で働く司書さんたちです！

を手に取ってくれた人に

たり、懐かしい友人とも

の中から “誰かに贈りた

手紙を書くように、メッ

久しぶりにメールをして

い本” を選び、プレゼン

セージを書きました。

近況を報告したり、今年

トのように 1 冊 1 冊ラッ

もお互い元気でいようと

ピングをしました。

展示している本はラッピ

言葉を交わす。

だれにどんな本を贈ろう

ングされているため、タ

新しい年のはじまりには、 か、本の声を聴きながら

イトルや表紙からの情報

言葉や気持ちを贈りたく

書架を歩き回り、発掘し

はなく、どんな本が入っ

なりますね。

た『お宝本』です。

ているかは、家に帰って

そんな、
『贈り物』の季節

しみです。
（展示期間：

にぴったりの展示を展示

1/18 日（月）まで）

グローブで展開中！

今年はどんな 1 年になる
でしょうか。運試しのよ
うな気持ちで、ビビビッ
と来た本を連れて帰って
みてください。
岐阜市立図書館

岐阜」

ライブラリー」は、岐阜の地で楽しく豊かに

↑発表も積極的です！

暮らしていくためのヒントとなる本を集めた

6 期生は発表の時、「やりたい！」と自分か

ら手を挙げる子が多かったのが印象的でし

た。特に、おすすめ本を自分の言葉で紹介

したり、いろいろな読み方があることを知る

ための「共読」のワークショップでは、体中
からコトバがあふれ出るような体験ができた

のではないでしょうか。前のめりで手を挙げ

るみんなの姿を頼もしく見ていました。

2 日間の講座はあっという間に終わり、生

まれたばかりの子ども司書たちはそれぞれの
暮らしに戻ります。でも、ここからが『始ま

り』ですね。これから、家庭で、学校で、

特集本棚です。ここでは、講演や企画展示

などシビックプライドにフォーカスした知的
空間への整備を進めています。

12 月 1 日（火）から 1 月 25 日（月）まで、

この空間を活用した企画展示「納涼の都
岐阜」を開催しています。

思っています。たくさんの情報があふれる世

界で、大切なことを選び取り、考え、確かめ、

自分の言葉にしていく力です。

岐阜に住む人の暮らしは、いつも川の流れ

とともにありました。古くから岐阜市の中心

ウトに目を奪われます。

期間中は、川舟型読書スペースもシビックプ

ライドライブラリーへ移動し、岐阜提灯と水

ある展示になっています。岐阜市ならではの

提灯や水うちわは日本人の『納涼スタイル』

きる貴重な機会として、
ぜひお楽しみください。

川遊びをする光景があります。また、岐阜

今回は、主に明治から昭和初期の鵜飼、旅
館やホテル、川辺の風景が描かれた古い絵
葉書や古地図、ポスターなどを多数展示し

ています。

だ納涼の風景がぎゅっと詰まった見ごたえの
文化や歴史、当時の生活に触れることがで

【主な展示品】

・古い絵葉書（主に明治から昭和初期の鵜

飼、旅館・ホテル、川辺の風景の写真等）

・古地図、鳥瞰図、ポスター
・観光パンフレット

・水うちわ、岐阜提灯
・関連図書

今回の展示は NPO
法人 ORGAN への
委託事業「おとなの
夜学」の一環として
実施しました。

わくわくするような経験をしていってほしい

できるのか、今から楽しみにしています。

伝えてくれます。懐かしさを覚える一方で、

れを癒したり、鵜飼を楽しんだり、住民が

ホテルから川の流れを眺めながら日々の疲

やわらかいアタマでたくさんの言葉に触れ、

がらも真剣な顔で取り組みました。

れども今は手に入らない品々が、当時の人々

が川とともに在る生活を楽しんできた様子を

うちわと共に共に古くから人々が慣れ親しん

アと創造力』だと語る、
Ｐさん。これからも

と思っています。子ども司書として一歩を踏

レクションです。当時は世間に溢れていたけ

部を流れる長良川流域では、観光客が旅館・

伝えるときにスパイスになるのは、『ユーモ

などの仕事を、ワークショップを通して学ん

これらは、岐阜市在住の交田紳二さんのコ

現代でも斬新さを感じさせる色使いやレイア

に大きな影響を与えました。

分の言葉で伝える力』を大切にしてほしいと

み出したみんなと、どんなおもしろいことが
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でいきます。みんな難しい課題にも楽しみな

と想像力を膨らませ、本

おとな司書が図書館の本

昨年 7 月にオープンした「シビックプライド

岐阜市の子ども司書には、『自分で考え、自

報や資料探しをお手伝いする「レファレンス」

と題して、子ども司書と

な人たちへ年賀状を書い

月）まで

としての活動が始まるのです。

「絵本の読み聞かせ」や「ＰＯＰづくり」、情

長い間会えていない大切

1/25（

そして小さな司書のラジオ局で、子ども司書

↑講師のアンドリュー ・ デュアー先生

のひとに読んでほしいな、

都
「納涼の

図書館の仕事を学びながら、本を読んで

今年はコロナ禍の影響で例年 4 日間の講座

こんな場所でこんな気分

H a p p y N e w Ye a r ”

企画展示

『子ども司書養成講座』は、子どもたちが

子ども司書が誕生し、活躍しています。
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『本と人とを結ぶリーダー』を目指して 2015

2021

包みを開けてからのお楽

ー！

生まれた気持ちを友達や家族に伝えられる
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…図書室休館日

昼

本を棚に
戻します

岐阜市立図書館だより

gifu city library

休館日の
お知らせ

中央図書館は朝
９時に開館します。

調べ物は
こちらです

返却します
総合
カウンター
です

Take free

Take free

Take free

Take free

イベント
1/23
（土）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ
川浦 良枝 / 絵・文

もやもやについて

午後１時３０分〜３時
師：高畠 純さん（絵本作家）

対

象：4 歳〜小学生のお子さんとその保護者

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

1階

790 カ

れましょう。襖の開け方や畳の部屋の歩き方など改めて知ること
もありそうです。

カルタや山菜摘み、七五三など四季折々の伝統行事を楽しむ章も

かわいいしばわんこと一緒に
楽しみながら教養が身につく
大人のための絵本です

かんがえるスタジオ

員：親子 15 組（先着順）

茶席で役立つ英会話

申込み：中央図書館の窓口または電話にて受付。
高畠純さんがデザインしてくださった、図書館オリジナルブックマーク
は 2 階 中央図書館 レファレンスカウンターにて販売中！
価格：500 円

白泉社

あります。

講

（２種類セット販売

お茶の文化

茶道や華道という「和」のお稽古を通じて日本の文化の一端に触

絵本作家・高畠純さんとみんなの森 ぎふメディアコスモス総合プロデューサーが
対談。ワークショップもありますので、ぜひご家族ご一緒にご参加ください。

定

本

しばわんこの和のおけいこ

本 de 子育てカフェ 〜児童編〜

場

２０２１年１月号

数量限定）

世界文化社

791.7 チ

茶会の進行に合わせて日本語と英語の対訳で解説されています。
持ち物や服装、和室での所作、お茶やお菓子のいただき方、茶道
具の拝見の仕方等、外国の方だけでなく日本人が茶の湯文化を知
る入り口にもなります。

12/12
1/30
（土）
（土）
中央

茶碗を回すのはなぜ？
正座で足がしびれない方法があるの？

岐阜市立図書館 スペシャルトークイベント

『人生を切り拓く』

【新着図書】

４歳で孤児となり、８歳の時に養母とイランから来日。
日本での貧しい生活、学校でのいじめ、何度も生きる意味を見失いかけた、
そんな彼女の居場所が図書館だった ...
逆境を乗り越え、夢に向かって生きてきた彼女が、自らの体験と夢を語ります。

午後１時〜２時 30 分（開場：午後 0 時 30 分）
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：会場観覧 100 名（先着順）＋ Zoom 観覧 200 名

ゲスト：サヘル・ローズさん（女優）

１階

みんなのホール

歴史上の人物たちがガイド役！

古典で旅する茶の湯八〇〇年史
竹本 千鶴 / 著

淡交社

791.2 タ

茶の湯は鎌倉時代に栄西が薬として紹介してから、大名茶を経て
今に至ります。

お茶について書かれた古い文献や絵図について、その時代に生き
た人たちが現代の私たちにわかりやすく解説してくれます。

申込み：令和３年 1 月 8 日（金）から 1 月 30 日（土）午前 11 時までに、

戦国時代のエピソードも多いので
歴史好きの人にも是非読んでほしい！

中央図書館のカウンターまたは、E メール・FAX にて受付。

お申し込みの際は、参加者全員の氏名（２名まで）・電話番号・
観覧方法（会場または Zoom）をお伝えください。

蔵書点検のお知らせ

定員に達し次第、締め切ります。

※新型コロナウイルス感染防止のため、座席を半分に減らしています。
来場の際は、検温とマスクの着用にご協力をお願いいたします。

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します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

2/5
（金）
中央

データベース講習会

中央図書館

『官報』のトリセツ！
官報情報検索サービス講習会

休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。

図書館で見られるデータベース「官報情報検索サービス」のガイダンスで『官報』
を学びます。『官報』の掲載情報や役割を理解し活用しませんか。

午後６時 30 分〜８時
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：１０名

講

２月１日（月）〜５日（金）

１階

師：国立印刷局官報部官報サービス 担当

おどるスタジオ

（DVD・CD など一部ブックポストをご利用できない資料もあります。）

長森図書室 NEWS

受講料：無料

申込み：中央図書館のカウンターまたは、電話・FAX・E メールにて受付。

「YA 世代のみんなに
おすすめしたい本」
勉強や部活動などで忙しい１０代

お申し込みの際は、氏名・住所・電話番号をお伝えください。

のみなさんに、見ているだけでか

わいい動物の本や、美味しそうな
料理やお菓子の本、有名な人の

地域よみきかせボランティア育成講座

言葉が書かれている本、アートや

2/11 明日につながる読み聞かせ
（木・祝）
中央

趣味の本など、心が癒されて元気

になれる本を集めてみました。

本を開いてのんびりほっこり過ご

ボランティアで読み聞かせ活動をされている方、これから読み聞かせ活動をして
みたい方のための講座を開催します。

午後２時〜３時
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：５０名（先着順）

講

１階

してください。

こちらの棚の本は随時変わります
ので、図書館に来たらチェックし

かんがえるスタジオ

てみてくださいね。

師：古川 よし子さん（犬山どんぐり文庫 主宰）

申込み：令和３年１月１２日（火）午前９時より、中央図書館の
カウンターまたは電話にて受付。

流浪の月

お申し込みの際は、氏名・電話番号・お住まいの市町村を
お伝えください。

凪良 ゆう／著

クスノキの番人
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

希望の糸
東野 圭吾／著

実業之日本社

講談社

F ヒガ

F ヒガ

東京創元社

F ナギ

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー
ブレイディ みかこ／著

新潮社

ライオンのおやつ
小川 糸／著

ポプラ社

376.3 ブ

F オガ

