岐阜市立図書館だより
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ブックマ誕生の物語を紙芝居
にして聞かせてくれました！

小学校の図書委員たちが
中央図書館へ来てくれて
それは、こんなお話 …
。
初めまして。
小学校の校庭に
大きな流れ星が落ち ぼく、ブックマです。

ブックマが
誕生しました！
絵本の読み聞かせを
して、図書委員の
みんなといっしょに
本の楽しさを
伝えていくね。

NEWS LETTER

…図書室休館日
…東部•西部•長森図書室
休館日
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2 月、中国の杭州図書館

図書館の ICT 化や、街の

今後、テクノロジーが進
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の際、巨大な書庫を持つ

レイが設置されている様

も大切になるのは、ひと

上海市立図書館や中国で

にも本当に驚かされまし

と情報の間にあるインター

最も美しい書店と呼ばれ

た。生活や空間デザイン

フェイスをどう温かみの

る鍾書閣にも立ち寄りま

も変化するスピード感が

ある触れやすいものにで

した。

加速している感じがした

きるかです。

杭州図書館の１階フロア

のです。
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自ら考え、行動する
図書委員
たち。

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
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普段なかなか会えない作家を招いて、
本のこと、本棚のこと、作家になるに
あたって影響を受けたものなどをお話
していただくこのイベント。
大学在学中に『日蝕』で芥川賞を受賞
し、最新作『ある男』が読売文学賞を
受賞したほか、現在本屋大賞にもノ
ミネートされている小説家、平野 啓
一郎さんをゲストにお迎えしました。
聞き手は、吉成館長です。
最初に子どもの
頃の読書につい
て。どちらかと
いうと本を読む
のが嫌いだった
少年時代、学校の先生が三島由紀夫を
紹介したことがきっかけで、三島由紀

なかった、居心地の良い

本のある空間は図書館だ

街がつながる図書館のあ

カフェ（美味しそうなパ

けではありません。書店

り方をこれからもイメー

ンやスィーツもあります） もカフェも博物館も、そ

ジしながらみなさんと一

が出現していて明るい空

してひとが歩き行き交う

緒に描いていきたいと思

間へと様変わりしていま

街路さえもそうです。

います。

した。

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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に月明かりが照らされていた光景の
ことや、衝動にかられて小説を書き、
お姉さんと先生、友人に見せていたこ
と。平野さんのルーツともいえる中高
生時代のエピソードは大変興味深かっ
たです。大学では翻訳本の原書を読む
ようになり、小説家になりたい気持ち
が芽生え始めます。
「自分が何をしたいのか、何をしていっ
たらよいのか」というのは誰もが一度
は抱える普遍的な悩みです。「自分ら
しくあれ」と求められる昨今、「どの
自分が本当の自分なのか」という問い
に対し、本当の自分はひとつではな
い、いろんな自分があっていいのだと
平野さんは寄り添います。そしてそう
した思いから、どの自分も本当の自分
であると受け入れてよいのでは、と
「分人主義」という考え方にたどり着
いたのだそうです。
本屋大賞の発表も含め、今後の平野
啓一郎さんの動向に図書館も注目して
いきます！
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ジャーナリスト・作家として公共図書
館を取材する猪谷 千香さん、お酒が
飲める本屋Ｂ＆Ｂを経営する内沼 晋
太郎さん、そして先鋭的な図書館を運
営する図書館長の代表として県立長野
図書館 館長を務める平賀 研也さんを
ゲストに、多様な人が集うこれからの
公共空間をどうつくっていくのか、そ
の可能性と未来を探りました。
前半はゲストの
3 名と吉成館長
からそれぞれの
取組について報
告です。
猪谷さんは様々な図書館を訪れてきた
経験から、出会うはずがなかった人と
人が出会い、化学反応を起こしうる、
本を読み、モノを調べるだけの機能で
はない図書館の可能性についてお話し
されました。
内沼さんは書店
の経営やプロ
デュースをする
傍ら、韓国や東

も『金閣寺』は寝食を忘れて読み耽っ

南アジアの国々の書店や図書館を見て

たある日、駅でレールを眺めていた時

『戸籍と無戸籍』 遠藤正敬
を描くときに
（ 『ある男』
参考にされた本 ）

２０１９年４月号

める日々の中で、部活帰りで遅くなっ

『仮面の告白』 三島由紀夫

こられた経験から、出版業界の未来に
ついて語りました。東南アジアの小さ
な国々の苦労の末の取組やアイディア
から学ぶことはとても重要だと感じて
いるそうです。

岐阜市立図書館だより

日記用ノートを買い、いろいろ書き留

平野さんのおすすめ本

〜

の逆襲
と図書館

夫作品を読み始めていきます。なかで
た 1 冊です。

私は、本を通してひとと

には前回訪問した際には

編集後記：今月は、中央館と分館の休館日はありま
せん。中央館では、ぎふライブラリークラブのイベ
ントが盛りだくさんです。ぜひ、ご参加ください。

3月の

イベント
レポート

2019

本のある空間は
どう変わる？

APR

岐阜市立図書館

これも
立派な
子ども
司書
ですね。

ブックマ」は、長良西小学校の図書委員たちが手作りした、本を中に入れて運べる 「
ブックカート」のことです。
※「

休館日の
お知らせ

2019
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岐阜市立図書館だより

平賀さんは、図書館がサービスを市民
に一方的に提供するのではなく、『一
緒につくっていく』仕組み作りの大切
さについて、語ってくださいました。
情報が世の中にあふれていても、リア
ルな関係性がなければ『モノ』を作り
出すことはできない。そしてそれがで
きるのが人の集う『公共空間』なのだ
と力強く語りました。
後半は 4 名のク
ロストークで
す。前半の報告
を受けて、議論
は多岐に渡りま
した。
たとえば、多くの図書館で導入されて
いる、読書通帳について。図書館の評
価は、来館者数や貸出冊数に左右され
がちです。でも、それが多ければ、
「い
い図書館」なのでしょうか。価値の一
つではあるけれど、そればかりではな
いこと、そろそろ功利主義的な評価と
は異なる価値的な評価軸で見ていかな
ければいけない、子どもの「読みたい」
という意欲を掻き立てる方法はほかに
もあるのではないか、とトークは白熱

レンス
レファ
もの
「調べ
い。」
伝
手
お
事例紹介
Q. 地名の由来がしりたい。
山や川の名前、地域の地名

についての調べもの相談は
度々お受けします。

地名の由来を調べるには、

まず①地名事典を調べます

（『角川日本地名大辞典』
や

『日本歴史地名大系』
など）。
次に②地域の歴史資料を調

べます。
『岐阜県史』
や『岐

阜市史』、校区の郷土誌など

の他に、小学校の創立記念

誌や社会科で使われる冊子

などにも手がかりが載ってい

ることがあります。

それ以外にも、③その土地

ゆかりの人物の資料や、神社
仏閣と関係のありそうな地
名であれば寺社史関連資

料、
また地域資料以外の地

名に関する一般書（地名の

しました。
トークライブの中で『図書館』という
場所についての新たな価値観が示さ
れ、未来を感じる 1 日となりました。

Take free

Take free

由来、語源などについての

本）
を調べてみるのもよいか

もしれません。

Take free

イベント
4/29
（月•祝）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

郷土資料は使える！
〜自分史活用アドバイザーから学ぶ〜
あなたの ファミリーヒストリーの調べかた
講師自身がどうやって家系図にはまって魅せられたか。自分の体験を具体例をふ
んだんに盛り込みながら話します。家系図を自分自身で作ることの意義とその奥
深さを追体験できます。どうぞお気軽にご参加ください。

午前 10 時〜 11 時 30 分（開場：９時 45 分）
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

5/5
（日）
中央
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本

心機一転！

掃除の解剖図鑑

日本ハウスクリーニング協会／著
（597.9 ソ）

エクスナレッジ

今までの環境から心機一転、と決意したときに最初についてくるのは片付
けや掃除ではないでしょうか？こちらの本は、汚れのレベル別の掃除方法
を効率よく身につけられるよう、イラストを使って解説しています。使う
洗剤も基本的に３つだけ。掃除のコツを掴んでキレイを保つ方法を身につ
けましょう！

お掃除で心もすっきりさせよう！

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
講 師：武山 康弘さん（自分史アドバイザー）
定 員：12 名（要申込•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。

ゆったり、のんびり、ひとり旅

こどもの日のおはなし会

ちょっと心機一転！ゆったりした気持ちで今まで知らなかった街道を歩い
てみませんか？旅の記録でもある本書は、読んでいると、是非、自分もそ
の場所に行ってみたいと思える魅力的な日本の原風景や、見どころが紹介
されています。

絵本や紙芝居にエプロンシアターなど、もりだくさんのおはなし会です。

午前 10 時〜10 時 40 分
午後 ２時〜 ２時 40 分

旅家 旅ノ介／著

文芸社

（291.0 タ）

「てくてく歩き」 の旅をしてみませんか？
【新着図書】

場
対
定

所：中央図書館 おはなしのへや
象：４歳以上のこどもとその保護者
員：各回４０名（保護者を含む）
※団体での参加はご遠慮ください。子どもとその保護者の方が優先です。
申込み：当日受付
※開始３０分前からおはなしのへやの前で入場整理券を配付します。
なくなり次第終了。

頭が冴える ! 毎日が充実する ! スゴい早起き

塚本 亮／著

すばる舎

（159 ツ）

早く起きなくちゃ、と思ってもついつい夜更かしをしてしまう方いません
か？そんな生活から抜け出すのにぴったりなのが、こちらの本。自分の意
識に頼らず、できる限り簡単に早起きを実践する方法が紹介されています。
実際に早起きを習慣化させて人生を成功へと導いた著者が、早起きの秘訣
や朝活のメリットをわかりやすく解説します。

１日の時間の使い方も見直せます。

分館

5/11
（土）
5/18
（土）

こぎん刺しで作るミニピンクッションの
ワークショップ

ノースライト
横山 秀夫／著

こぎん刺しのモチーフを刺した小さな針山を作ります。図案とお好きな色の糸と
布を選べます。こぎん刺しの基本ですので初めての方歓迎です。

午前 10 時〜11 時 30 分
午後 1 時 30 分〜 3 時

新潮社

一切なりゆき
樹木 希林／著

※両日とも同じ時間

文藝春秋

5/13 5/20
（月） （月）
6/10 6/17
（月） （月）
6/24 全５回
（月） 講座

初めての朗読
「君たちはどう生きるか」を読んでみよう
長良川大学講座「朗読教室」を行います。初めて朗読する方向けの基礎から実践
までを学ぶ、朗読の魅力がギュッと詰まった講座です。

午後 1 時 30 分〜 3 時

※全ての回

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
講 師：前田 幸子さん（フリーアナウンサー）
対 象：初めて朗読される方 ※基本的に全５回すべて参加できる方が対象。
定 員：16 人（先着順）
申込み：4 月 20 日（土）午前 9 時から、中央図書館の窓口または電話にて受付。

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

図書館の旧利用カードの切替を行っています
鵜の図柄が描かれた図書館の旧利用カードは 2020 年 6 月までに切替をしてください。
旧カードは 2020 年 7 月以降利用できません。お早めにお手続きください。

切替対象者

鵜の図柄の旧利用カードをお持ちの方
切替方法：旧利用カードと身分証明書（健康保険証や運転免許証など）を持参し各図書館（室）へ
お越しください。
注意事項：新しい利用カードは岐阜県在住の方、岐阜市に通学、通勤されている方に発行いたします。

778.2 キ

樹木希林 120 の遺言

場 所：分館 ファッションライブラリー
講 師：篠田 泰子さん（レ・アミ・デュ・ソレイユ）
定 員：各回 10 名（要申込・先着順）
持ち物：糸切りハサミ、ペットボトルのフタ１個
材料費：500 円
申込み：5 月 4 日（土）より、分館の窓口または電話にて受付。

樹木 希林／著

宝島社

新章 神様のカルテ
夏川 草介／著

中央

F ヨコ

201９年 2 月 11 日〜
2019 年 3 月 10 日

展示

小学館

すぐ死ぬんだから
内館 牧子／著

講談社

778.2 キ

F ナツ

F ウチ

PICK UP

「さあ、朝活はじめよう !!」
４月は「はじまり」の季節。何か新しいことをはじめたくて
ウズウズしていませんか？
展示グローブでは朝の外出前の時間を趣味や勉強に有効に
使う＝
「朝活」をご提案。
朝活にオススメの本だけでなく、気持ちよく目覚めるための
入浴や睡眠の本も合わせて展示しています。

分館

NEWS

｢本屋大賞 2019」
4 月下旬まで、本屋大賞の展示を行っています。
今年ノミネートされた作家のプロフィールや、過去の
本屋大賞の作品一覧などを展示しています。すでに今
年の本屋大賞の作品を読んでしまった方も、まだこれ
からの方も、どなたでも楽しめる展示となっています。
ノミネートされた方の関連本も展示してありますので、
きっと気になる 1 冊が見つかりますよ。
※候補作品は予約が多く人気となっています。早めの
予約がおすすめです。

