岐阜市立図書館だより

Take free
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今日は、パジャマで
ぬいぐるみと
いっしょに
おはなし会。

おはなし会の後は

休館日の
お知らせ

ぬいぐるみたちは、
子どもたちとはなれて

… 図書館におとまり♪

またねー♪

…全館休館日

日

みんな図書館で

にゃん吉
だよー。

新しい
ともだち！

まるごと賢治ウィーク
３rd ANNIVERSARY
賢治本カーニバル
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開館３周年を記念して、 このような試みは、国内
岐阜県立森林文化アカデ の公立図書館としてはお
ミーの久津輪准教授の指 そらくは初めてのことに
導により、長良川流域に なるかと思います。
伝わる伝統工法によって
建造された四つ乗りと呼 金華山と岐阜城を望みな
ばれる和舟に本棚を取り がら、おとなも子どもも
付けた、読書のための屋 「舟のある図書館」でくつ
外スペースが金華山テラ ろぎながら本を読んでも
スに生まれました。
らうのはもちろん、長良
川流域の生活文化に触れ
る展示や講座にも積極的
に活用していきます。

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

夏でも、心地よい風の吹
く夕方から日暮れまでの
時間にはぜひ、木のぬく
もりに触れてみていただ
きたいと思います。
みなさまの末永いご利用
をお待ちしております。

岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/

時空を超えて宮沢賢治を旅する
EVENT
7 月 14 日 土 15日 日 16 日

7/14 〜 7/30

中央図書館の展示スペースを中心に館内のあちこちが
宮沢 賢治の絵本や小説、関連図書で飾られました。
本の他にも、賢治が書いたお話をテーマに絵本作家の
荒井 良二さんの絵画やフェルト作家 Gotow. さんの
人形などのアート作品が展示されました。

賢治読書会

月

2018

川舟型
読書スペースが誕生

編集後記：８月は、
「ぎふライブラリークラブ」主催の
イベントが４つ開催されます！！詳しくは、館内のチラシ
または、図書館ホームページをご覧ください。

やっと眠ったね♪

かわいい。

ここ、 ぼくのベット
なんだけどな…。

むかし、
むかし、
きらら
という …

楽しくすごしました！

7/14、7/15

１「セロ弾きのゴーシュ」

吉成館長と作品や賢治について語
り合いました。フランス語で「不
器用な」という意味の「ゴーシュ」。ゴーシュの不器用
な生き方に賢治を重ねた人も多かったよう。賢治作品
は、なんだか不思議で悲しい感じがするという感想も。

２「虔十公園林」

並木道読書会を中心に作品について語り合いました。
まずは、声に出してテーマ作品を朗読。声に出して初
めて気づく文章の美しさや自然の素晴らしさに話が広
がります。「雨ニモマケズ」を体現しているようなこの
作品は、信念を持って素朴に生きた賢治自身のよう。

月

祝

中央図書館 開館３周年を記念して、宮沢 賢治をテーマに絵本作家や
デザイナー、ミュージシャンをゲストに迎え、ワークショップ、トー
クショー、読書会、朗読 & 音楽など 1１のプログラムを開催！ !
みんなで一緒に宮沢 賢治を語りあうゴージャスな３日間でした！

時空を超えて宮沢賢治を旅する

7/14

宮沢 賢治をテーマにしたステージショー。目黒 実さん
の語りをベースに、フリーアナウンサーの浅井 彰子さ
んが作品の一節を朗読します。続いてミュージシャンの
saori さんが賢治の作品をテーマにした歌と音楽を奏で
ました。
「水仙月の四日」はこのイベントのために saori
さんが書き下ろした曲です。主役の３人へ順番にスポッ
トライトが当てられ、賢治の世界へ誘います。
『銀河鉄道の夜』の主人公•ジョバンニが終盤にお母さん
に牛乳を届けるというシーンには、主人公の心の成長の
証が牛乳で表現されていると目黒さんは語りました。

物語スコーレ

作家トークショー

絵本と物語を巡って 7/15

参加者は事前課題「大切な人にラブレターを紡ぐ」を順
に朗読して発表し合いました。「120 歳になった自分の
墓標の言葉」「あこがれの都市、マチュピチュへのラブ
レター」「16 歳の時にフラれた翌日に書いた物語を 10
年後の自分が書き直す」など十人十色の多彩なラブレ
ターが紡がれ、目黒さんが講評を添えました。
亡くなった人もこの世に存在しない人も、物語世界の中
では生き続けることができます。そして登場人物たちは、
名前や言葉を得て作者の手を離れ独自に歩きだし、作者・
登場人物・エピソード、この３つがそれぞれ交錯してい
くことで、物語に二重、三重の厚みと奥行きが生まれて
いくと目黒さんは伝えました。

３「水仙月の四日」

法

ＰＲ方
んだ、

中央図書館の「ビジネス

チャレンジ支援相談窓口」

吉成館長を聞き手に、作家の目黒 実さん、絵本作家の
高畠 純さん、そしてイラストレーターの福田 利之さん
のトークショー。おとなの「今」を支えているのは子ど
も時代の自分。「『子ども』と『もと子ども』で世界はで
きていて、子ども時代は人生の夏休みなのだ」（目黒さ
ん）。
「日々発見があってまだ進化している」
（高畠さん）。
「普通の生活の中に必要な作品、普通に『ある』作品を
作りたい」（福田さん）。と、モノづくりに対する思いを
語リました。
「子ども達は本の扉を開いて新しい世界へと飛び立って
いってほしい。」そんなゲストの想いを感じました。

１「イーハトーヴ

7/14、7/15、7/16

ブローチ制作所」

夫婦でフェルト作家の Gotow. さん
によるブローチづくり。好きな色
の羊毛を選び丸くします。それに糸
を通して毛糸とフェルトの切れ端を
合わせて結んで完成です！

２『雪わたり』灯籠ワークショップ

講師はイラストレーターの福田利之さんと
グラフィックデザイナーの山下麻里さん。
『雪わたり』の世界を絵にして灯籠を作り。
最後は、明りを灯して幻灯会をしました。

３「イーハトーヴの箱庭ワークショップ」
講師はグラフィックデザイナーの山
下さん。樹脂粘土で人形を作って、
貝殻や木の実などを使って自分だけ
のイーハトーヴ（理想郷）が完成！

作品を全員で朗読した後、感じたことを発表して目黒
実さんが自身のエピソードを交えた感想と交歓をしま
した。「賢治はオノマトペの天才」であり「書き出し
（はじめの 10 行）で心をつかむ天才だ」と目黒さん。

ンジ！
チャレ
ス！！
ネ
ジ
ビ
〜
進
〜 一歩

ワークショップ
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ぬ
※いぐるみのおとまり会の話を聞いて、旅の途中のきららもやって来ました。

5
おっきーネコー♪

8

8
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…図書室休館日

2018
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gifu city library

よっこ／作

バイバーイ！

岐阜市立図書館だより

Take free

Take free

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）

事例紹介
＜相談者の方＞
講座を開催する予定だが、そ
のＰＲ方法を教えてほしい。
＜ビジネス支援相談員＞より
講座を開催するにあたって、
広報活動は必須です。新聞な
どのメディアへの事前広報活
動で集客ができるか否かが分
かれます。
また講座当日の取材も、後日
新聞に掲載されるので受ける
べきです。講座の様子を広く
知ってもらうことで、その後
の営業に繋がります。
＜司書＞より
ＰＲの参考になる資料として、
「チラシづくりに使える素材
集」や、
「ＳＮＳを使った集客」
の本、さらに「メディアへの
アプローチの仕方」の本など
を紹介しました。
また講座当日に配布できるよ
うに「名刺の素材集」もご案
内しました。

Take free

イベント
8/17
（金）
中央

8/18
（土）
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

２０１8 年８月号

おすすめ

みんなの図書館シアター 「夏の庭」
図書館所蔵のＤＶＤを使った映画会を開催します。

午後 2 時〜

（開場：午後 1 時 30 分）

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
上映作品：「夏の庭 -The Friends-」（1994 年 日本 113 分）
監督／相米 慎二 原作／湯本 香樹実 出演／三國 連太郎
〜あらすじ〜
人の死に興味を持った小学六年生の三人組は、近所に一人で住む老人
が死ぬところを見ようと老人の「観察」を始める。初めはこっそり見
ていた三人だったが、徐々に老人と会話を交わし、親密になっていく。
定 員：先着 200 名
申込み：不要

第 2 回「科学する絵本」〜絵本ずかんで
まるわかり『ラララさめのくに』〜
サメの絵本ずかん『ラララさめのくに』を使用しながら、サメの不思議な生態と
多様性を、巨大絵本やクイズ、そして標本をまじえて楽しく学びます。

午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分（開場：午後１時）
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
朗読・司会：浅井 彰子さん（フリーアナウンサー）
トーク：藤田 敦子さん＆ずかんくん（著者・百科編集部）
特別ゲスト：池谷 幸樹さん（アクア・トトぎふ館長）
対 象：小学生以上（未就学児は保護者同伴）
定 員：70 名（先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付。

本

本を使って旅に出よう

掟上今日子の旅行記
西尾 維新／著

講談社

（F ニシ）

2015 年にドラマ化された「掟上今日子の備忘録」の原作、忘却探偵シ
リーズの第 8 段！！
今日子たちはパリを訪れていました。その理由は「エッフェル塔を頂戴
します」という犯行予告を阻止する為。パリが舞台の今作で、登場人物
たちと推理しながら旅をしてみませんか？

登場人物といっしょに
パリを旅しませんか？

集合、成田。行き先宇宙。
宇宙旅行会社、始動
浅川 恵司／著

双葉社

（538.9 ア）

誰もが一度は宇宙へ行くことを夢見るのではないでしょうか？その夢も
今や実現し、民間人でも宇宙へ行くことが可能な時代になりました！！
しかし、どのようにして宇宙旅行をするのか気になりませんか？
宇宙旅行のマーケティングと販売に関わってきた著者が、宇宙旅行の全
貌を明らかにします。

まだ見ぬ宇宙への旅に
思いを馳せてみませんか？

【新着図書】

地球の歩き方 D09

（香港 マカオ 深圳

『地球の歩き方』編集室／編集

2018~2019）
ダイヤモンド社

（290 チ 4-9）

お手ごろに行くことができ、食べ物もおいしいことで近年アジア圏へ旅
行される方が多いようです。
日本から、飛行機で約 4 時間で到着する香港。本書は写真と解説が豊富
なわかりやすいガイドブックです。実際にこの本を手にして香港を旅し
てみてはいかがでしょうか？

セントレアから約 4 時間。
日本から近い外国、 香港。

8/21
（火）
中央
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

夏休み

群読の一日〜群読ワークショップ〜

未来

群読とは、詩や絵本・児童文学などを２人以上で声に出して読むことです。
声をそろえる、文章を分け合うなど、大勢で読む楽しさを味わうことができます。
夏休みの一日、本の魅力を再発見しませんか？
ぜひ、親子や友だちとご一緒にご参加ください。

湊 かなえ／著

双葉社

ののはな通信

午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分

三浦 しをん／著

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
進 行：河村 たか子さん（楽しい群読ほっこり代表）
対 象：小学生〜大人（小学生のみ、大人のみの申込み可）
定 員：30 名（事前申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付。

KADOKAWA

大家さんと僕
矢部 太郎／著

新潮社

羊と鋼の森
分館

8/25
（土）
9/2
（日）
9/1
（土）
中央

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

宮下 奈都／著

「ものづくりの楽しさを体験しましょう！」

午前 10 時〜午後 4 時

ちいさな布や紐を使って、素敵な小物を作りましょう。
※同日とも同じ内容です。
場 所：岐阜市立図書館 分館 ファッションライブラリー
講 師：ECO＋ものづくりプロジェクト（岐阜女子大学 生活科学専攻）
申込み：不要
受講料：無料（材料費：１００円）

並木道読書会 Vol.12
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：「博士の愛した数式」 小川 洋子／著
「君の膵臓をたべたい」 住野 よる／著
「ぼくらの七日間戦争」 宗田 理／著
申込み：中央図書館の窓口または電話、下記 E-mail にて申込み。
E-mail 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 ミナ

201８年６月 11 日〜
2018 年７月 10 日

展示

文藝春秋

ロンリネス
桐野 夏生／著

光文社

Ｆミウ

726.1 ヤ

F ミヤ

F キリ

PICK UP

「祝•開館 60 周年 岐阜市立図書館」
今年は岐阜市立図書館が開館して 60 年目、
人間でいうと還暦を迎えました。
昭和 33 年 4 月に生まれた図書館は、その後、
市内全域に図書室を生み出していきました。
図書館ヒストリーの展示ほか、「あなたと図書館
の思い出」を募集しています。
ぜひ思い出メッセージをお寄せください。

分館

NEWS

「昆虫展開催虫（チュウ）！」

写真は「かこ さとしさんの展示」風景

分館では、8/27（月）までの間、昆虫の展示を
しています。
北は北海道、南は沖縄まで、日本中のチョウの
標本を見ることができます。図鑑の写真で見る
のとはまた一味違う、実物ならではの色、模様、
形、質感をじっくり観察していってください。
チョウだけではなく、あんな虫や、こんな虫も
いるかも……？
昆虫は、カウンター前と、こどもの本のコーナー
に展示していますよ。
昆虫展にあわせて、昆虫の本も展示しています
ので、ぜひ遊びにきてくださいね。

