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編集後記：今年の夏も暑かったですね！！
図書館は秋のイベントに向かって動き出します！！
私は涼しくなったら運動を復活させます！

合う生徒たちの顔が私は

私たち図書館がいま、中

そこでやったことは、本

学校の生徒や先生方に提

を贈る相手（友達や兄弟、

案できるのは「共読」と

先生や親など）を思い浮

秋にまたほかの中学を訪

いう方法です。

かべてもらい、そのひと

問する日が待ち遠しいこ

に贈りたい本を自由に図

の頃です。

今も忘れられません。

書館で選んでもらって、
あとでその理由を語って

岐阜市立図書館

もらうワークショップです。

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

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

「おとなの夜学ブックレット」販売開始！

の

この夏

岐阜にいながら、知らなかった岐阜を知ることができる。

子ども司書養成講座

7/26、29、31、8/2

小学４年生から中学３年生までの子どもたち 20 名が、４日間で 16

講座を受講しました。講師はアンドリュー・デュアー先生と吉成館長

岐阜の地域文化に通じた様々な分野のプロフェッショナ

聞かせ」と「ブックトーク」、「本の修理」、「絵本づくり」などなど。
養成講座を通じてすっかり仲良くなった

300 円

巡るフランス、
言葉と音楽 vol.２

■販売場所

フランス音楽を聴いて、歌詞と音楽の解説でセッショ

レファレンスカウンター

てうれしかった」「みんなとご飯を食べたり、
本のことも、本のこと以外もたくさん話

共読本棚の愛称は決定！

せて楽しかった」と語りました。

（垣谷美雨／著）とテーマトーク「手紙」でした。

※限定各 100 冊
岐阜市立中央図書館

20 人の新メンバー。「新しい友達ができ

今回はテーマ本、『あなたの人生、片付けます』

のグループとも時間まで話が弾みました。

■販売価格
1冊

shop songs の鬼頭黎樹さん。取り上げた音楽のジャ
ンルはシャンソン、ポップス、ラップと幅広く年代も

8/24

それぞれ。音楽からみる、フランス社会の世相や文化、

4 月に中央図書館の展示グローブに登場した共読本棚。

歴史の解説が面白く好評でした。

岐阜市の子ども司書に求められることは『自分で考え、自分の力で伝

て本を読むスペースがある、他にどこにもない世界に一

夏休み群読の一日

始まりです。

六角形のドーム型で、中央には隠れ家のように中に籠っ

える力』。これから学校で、家庭で、図書館で新しい子ども司書たち

つだけの本棚です。本棚の愛称を募集したところ、なん

8/13

ン。ゲストは、フランス文学の國枝孝弘先生と cd

最後に認定証をもらって、ここからが

の活躍が楽しみです。

8/10

究』、『恋文の技術』などを紹介し合いました。どちら

の内容をブックレットにして販売しています！！

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

並木道読書会

りはともだち』、『文字に美はあり』、『ラブレターの研

なの図書館 おとなの夜学」から、選りすぐりの 4 講座

とを目的に、司書の仕事を学びます。

第 20 回

テーマトークでは、参加者同士が持ち寄った本、『ふた

ルを招いて、対談やディスカッションを行う講座「みん

と司書たちです。この講座では『本と人とを結ぶリーダー』になるこ
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〜群読ワークショップ〜

8/23

小学生から大人まで総勢 15 名が、早口ことば、わらべ

と 306 点の応募がありました。

歌、絵本などを題材に、群読を体験！

「初めての人ばかりなのに、作品を創り上げまとまるの
がすごい」「一人一人の声の味わいが知れて、誰でも主

8/4

子ども司書 1 〜 4 期生の 21 名と富山市立図書館へ行ってきました。

役になれるのが

流をしています。

う身体で読む「群読」

県の好きなところを一人ずつ伝え合い、はじめから大盛り上がり。そ

こぼれていました。

富山市と岐阜市は都市間交流協定を結んでおり、図書館同士も毎年交

発見」といつもとは違

富山に着いて、まずは富山の子ども司書との自己紹介タイム。互いの

に参加者から笑顔が

の後は施設の見学。富山市立図書館は「キラリ」という複合施設の中
にあります。その中にあるガラス美術館も見学し、それぞれ気になっ
た作品に見入っていました。

その中から決定した。名前は、
「ぶっくらぼ」です。
名前を考えてくれた中学一年生の大野こと子さんを招い

最後は、昨年に引き続き、富山と岐阜

Book（本）と Laｂ（研究室）を合わせてたネーミングで

出場者 6 人の熱いトークに、どの本に票

すが、ひらがなにしたのは「図書館の柔らかい、

を入れようか迷う子も多くいたようです。

現在「穴をめぐる冒険」というテーマで本を展示してい

「小さな司書のラジオ局」で報告します！

新・失われた物語をとりもどせ！ Final!!

今年で 3 回目となる謎解きゲームを 3 日間連続開催

しました。分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ます。今回は

優しい雰囲気にぴったりだと思ったから」だそう。

盛りだくさんの一日の様子は、9 月の

図書館謎解きゲーム

8/7、8/8、8/9

て、愛称発表会を行いました。

の子どもたちで公開ビブリオバトル！

分館

小学生専用ルートを作成。3 日間で 100 名以上の参

ます。皆さんも「ぶっくらぼ」を体感してみてください。

加があり、大盛況でした！
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9/7
（土）
9/14
（土）
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おすすめ

案内

世界の美しい女性たち
ミハエラ ノロック／写真・文
パイインターナショナル

［9 月の生活デザイン＆ファッション講座］
ちいさな布や廃材を使って、かわいい小物を作りましょう。

が収録されています。女性たちの置かれている状況はさまざまで

講

師：ECO＋ものづくりプロジェクト（岐阜女子大学

定

員：なし

ファッションライブラリー

生活科学専攻）

すが、一人ひとりの美しさが感じられる写真集です。

Aloha Island Days
杉本 篤史／写真

9/17
（火）
中央

多様性の中に存在する
美しさが感じられますよ

HAWAII

受講料：無料（ただし材料費代として 100 円は別途負担）

申込み：不要

みんなの図書館

大浜 千尋／訳
748 ノ

50 ヶ国以上の国を旅して出会った女性達のポートレートとお話

午前 10 時〜午後 4 時
所：分館

芸術の秋
写真を通して世界を旅する

本

THE ATLAS OF BEAUTY

ものづくりの楽しさを体験しましょう！

場

２０１９年９月号

パイインターナショナル

748 ス

ハワイに移住した著者がハワイの５つの島々を撮影した写真集。

おとなの夜学

それぞれの島の美しい自然におもわず心が奪われます。何度もハ

美濃六庚申としょうけらナイト
−庚申待の夜、三尸の虫が騒ぎ出す−

ワイを訪れた方もまだ行ったことのない方もハワイへの想いを馳
せるきっかけになることでしょう。

美しい写真に見惚れてしまう
【新着図書】

9 月 20 日に迫る庚申の夜に向け、おへそがざわつくトークライブ。

午後 7 時〜 8 時 30 分

ストリートアートで楽しむパリ
バンクシーからル・ムーヴマンまで

場

所：図書館 南東スペース

ゲスト：加藤 弘春さん（大日山美江寺 住職）

ステファニー ロンバール、シモン オアロー／著
DU BOOKS ディスクユニオン
727.0 ロ

定

員：50 名（要申込・先着順）

芸術の街といわれるパリにはストリートアートがあふれていま

澤田 尚正さん（写真家）

申込み：おとなの夜学サイトまたは、中央図書館の窓口・電話にて受付

原 正人／訳

す。バンクシーなどの 150 名以上のアーティスト作品やイベン
ト、レストラン、バー、書店の情報が載っています。パリのス
トリートアートをめぐる散策にでかけてみましょう。

9/20
（金）
中央

本の語り Bar 第３巻
まちライブラリー店主たちと本をきっかけに交流しませんか？
参加者はテーマにあった本を 1 冊持ち寄り、紹介してください。

午後 7 時〜 8 時 30 分
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

1部

2部

annon tea house
cd shop songs
アンドン

かんがえるスタジオ

長崎屋本店

鬼頭 黎樹さん：なごむなぁ〜
矢島 明さん：装飾

毎月第 4 土曜日の午前 10
時から約 2 時間、無料で参
加できます。

少人数のワークショップ形

式なので、気になったことを
気軽にその場で質問でき、

午後からの個別相談でセミ

セミナー紹介

山本 慎一郎さん：エロス

ナーをきっかけに浮かんだ

問題をそのまま相談するこ

昨年行われたビジネスチャレ

牧野 浩之さん：捨てられない本

川島 徹郎さん：水

ELEPHANT design

ンジ！
レ
ャ
チ
ス！！
ネ
ジ
ビ
す

ま
ー〜
もやり
〜今年 ミニセミナ

西願 将也さん：お茶の時間

交田 紳二さん：生活の器

山本佐太郎商店
麩兵

定

1階

カタリスト（語る人）：テーマ

YAJIMA COFFEE

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

パリのアート ・ ムーブメントを
紹介するガイド本

ンジ支援ミニセミナーが 7 月

ともできますよ！

て来ました！印象的な名刺の

9 月のテーマは

から新たな講師陣を加え帰っ

門脇 和正さん：心落ち着く空間

員：各テーブル 5 名まで（要申込・先着順）

作り方やLINE＠の活用、

持ち物：テーマに合った本１冊（図書館の本も可）

申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて受付。申込みの際は、
氏名・参加するテーマ・連絡先をお伝えください。

SNS を使ったお店の宣伝な

ど、
さまざまなPR 方法を学ん

「創業前に考えるたった
です。
一つの重要な事」

申し込みは岐阜県よろず支
援拠点へ。

で自分にあった手段を探して

(TEL：058-277-1088)

みませんか？

9/27
（金）
中央

データベース講習会「弁護士に学ぶビジネス
法務＆法情報総合データベース」

場
講
定

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

1階

東部図書室
分館

員：30 人（要申込・先着順）

東野 圭吾／著

講談社

F ヒガ

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

むらさきのスカートの女
今村 夏子／著

朝日新聞出版

F イマ

大島 真寿美／著

毎月ボランティアさんが工夫して作ってくださるのですが、

F ミヤ

本当に鮮やかな色彩の壁飾りで、長良図書室が華やぎま

した。子どもたちが思わず花火！と声を上げる一角となり
ました。

クジラアタマの王様
伊坂 幸太郎／著

ボランティアさんの壁飾り
８月の壁飾りは、花火でした！

文藝春秋

NHK 出版

午後１時〜６時に振り
替えます。

9 月 30 日（月）〜 10 月２日（水）

長良図書室 NEWS

渦

午前 10 時〜正午、

（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。）

または電話・Ｅメールにて受付

希望の糸

のため、第４土曜日の

9 月 10 日（火）〜 12 日（木）

申込み：9 月 8 日（日）より、中央図書館の窓口

河出書房新社

※毎月最終火曜日は休館日

休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。

岡 直人さん（第一法規株式会社 東海営業第一部）

宮部 みゆき／著

中央図書館
レファレンスカウンター

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

かんがえるスタジオ

さよならの儀式

場所

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。

師：弁護士 藤川 誠二さん（市川・藤川法律事務所）

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）

毎週火曜日※
毎週木曜日
午後２時〜７時 30 分

蔵書点検により臨時休館をします

会社やビジネスの場で役立つビジネス法務について学びます。
法情報総合データベース「D1-law.com」のガイダンスも行います。

午後 6 時 30 分〜 8 時 30 分

「ビジネスチャレンジ
支援相談窓口」
日時

F オオ

利用者さんはもちろん、図書室の私たちも楽しみにしてい

る毎月の壁飾り、次はどんな感じになるのか、長良図書室
に来たら是非注目してください！

F イサ

