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並木道読書会 Vol.29 
朝井リョウ特集

図書館で音楽を聴きながら本を読もう
テーマ本「蜜蜂と遠雷」恩田陸/著

カガクノセカイ

10/ 31
（日）

11/ 3
（水）

11/ 7
（日）

11/14
（日）

「科学」をテーマに、おはなし会とワークショップを開催しました。おはなし会では、
「宇宙人」や「空」、「線」、「発明」など、バラエティ溢れるテーマの絵本を読みました。
ワークショップでは、トイレットペーパーの芯と牛乳パックでオリジナルロケットを
作りました。子どもたちは牛乳パックの発射台に折り紙で窓をつけたり、ロケット
にシールを貼ったり、思い思いに飾り付けていました。最後は一斉に発射！勢いよ
く飛びだすロケットに、歓声が上がりました。

「会話のない」読書会を開催しました。集まって語らうことが困難な今、言
葉を交わさずに「空間」「音楽」「本」を共有することで繋がれたら、という
想いから始まった読書会は今回で二回目。テーマ本である『蜜蜂と遠雷』（恩
田陸 / 著）を持ち寄って、作中で演奏されるピアノコンクールの課題曲に耳
を傾けながら、思い思いにページをめくります。会場内の好きな場所に置か
れた椅子に座りながら家にいる時のようにリラックスした姿勢で本を読む皆
さんの表情は穏やかで、ゆったりとした時間が流れていました。

作家の朝井リョウさんをこよなく愛する人が集まって語り合う読書会が行われまし
た。並木道読書会では、「ぼくのわたしのショートショート発表会」に合わせて、「朝
井リョウさん」という作家に焦点を当てて語り合う読書会を毎年この時期に開催し
ています。同じ作品を読んでも全然違う印象を持っていることがわかったり、作品
を違う角度から味わう経験ができるのが、読書会の醍醐味。朝井さんの作品の、読
後感がいいさわやかな “白い部分”、自分の内面をえぐられるようなヒリヒリする
面を持つ “黒い部分” それぞれの楽しみ方を共有できた濃い時間になりました。

岐阜県出身の直木賞作家、朝井リョウさんをお招きして毎年開催しているショー
トショート発表会。7回目の今年は過去最多の162 作品が集まりました。その中
から事前に朝井リョウさんが選んだ 8 作品を、作者の中高生が朗読し、朝井さ
んから1人ずつコメントをいただきました。当日発表する順番も朝井さんが決め
ています。“ショートショートらしい” 作品、コメディ、怪談要素のある作品、
恋物語にファンタジー。バランスよくいろんなジャンルが入っていて、全体を
通して１つの長いドラマを見終わったような充足感がありました。
そしてこの発表会の醍醐味は、学生たちが自らの作品を朗読すること。作者自
身が声に出して読むことで作品に命が吹き込まれ、1つ 1つの作品に唯一無二の
世界観が完成します。朗読が終わると、「真面目に不真面目なテーマを書いてい
るのがいいな」「自分と向き合わざるを得ない感じがヒリヒリする。読んでいて
気持ちがいい作品だけが、 “いい作品” じゃないからね」と、丁寧に彼らの想い
を聞き出し、コメントしてくださる朝井さん。Zoomの Q＆A 機能を使って、リ
アルタイムで届くお客さんの感想にも、発表者の学生たちは励まされたのでは
ないでしょうか。また、それに対する朝井さんのコメントにたびたび会場では
笑いが起こり、会場もオンラインもいい具合に混ざり合って、大舞台での発表
に緊張感はありつつも終始和やかな雰囲気でした。

理解できない！と言われた時、どうやって心を保つ？

どうしても合わない人と、どう付き合う？

などの質問に、時には創作に悩む同じ「書き手」として、
時には悩める学生時代を過ごした同士として、中高生たち
に共感しながら丁寧に言葉を贈ってくださいました。

『牛乳パックで作る とびだす・からくり』
芳賀 哲 /著　誠文堂新光社

↑作りかたがのっていますので、
　ぜひ作ってみてください！

めざせ直木賞作家！

ぼくのわたしの
ショートショート発表会 vol.7

発表会のあとは

発表者の中高生と
朝井さんの交流会！

秋 イベントイベントレポート
ようこそ、

おもしろい

科学のセカイへ

勢いよく

飛びます

終わったら
紙に書いて
感想を交流

創作のアイディアってどうやって思い浮かぶの？
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https://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

2021

今回の展示では、岐阜市

と豊島区、それぞれのま

ちと人とをつなぐ取り組

みを写真などでたっぷり
ご紹介！
“みんなの場所”ってどんな
場所なのでしょうか。岐阜
市立中央図書館が入って
いる〈みんなの森 ぎふメ
ディアコスモス〉の、 “みん
な”って誰を指しているの
か、「みんなの場所」であ
ることができているだろ
うか、ということをたび
たび語り合ってきました。
“みんな” の中には “私”も
“あなた” も含まれます。
私にできること。堅苦し
くなく、わくわくする「ま
ちづくり」になれ ばと、

シビックプライドライブ

ラリーで、11月16日（火）

から新しい展示が始まっ

ています。テーマは『パブ

リックスペースの挑戦』。

岐阜出身の画家、熊谷守

一が晩年暮らした東京都

豊島区。岐阜市と豊島区、

2つの街には「文化を基

軸としたまちづくりをめ

ざす」という共通点があ

ります。まちづくりに特別

な資格や能力は必要あり
ません。それぞれのでき

ることや得意なことを持

ち寄って、《ここ》をみん

なの場所にしていく。そん

な取り組みが様々なとこ

ろで始まっています。

展示会場にはマットを敷
いて、ちゃぶ台のような机
も置きました。ここに座っ
てゆるゆると展示してあ
る本や雑誌を眺めながら、
「このまちでこんなことが
できたらいいな」をもっと
気軽に、楽しみながら考え
てみませんか。
12 月19 日（日）までの期
間限定の展示です。ぜひ
ご注目ください。

休館日の
お知らせ

… 分館休館日

… 図書室休館日

… 全館休館日

岐阜市立図書館

アメリカなどの多民族国家では、今の時代で

も差別は日常的にあります。その人個人を見

るのではなく出身地や肌の色でどういう人か

を決められてしまい、差別されます。この物

語の主人公も、アメリカの大学で英語が苦手

なこととアジア系の留学生ということで差別

を受けながら、さまざまな人種や指向の仲間

たちと一緒に本当の平等について学んでいき

ます。とても考えさせられる物語です。

ぎふライブラリークラブとは？

図書館で何かやりたい！という人があつまって

「ほん・ひと・まち」をつなぎ、広げていく活動

を企画・運営する自主グループです。会員はいつ

でも募集中！並木道読書会は企画のひとつで、参

加者どうしでテーマ本について感想を語り合う会

です。次回は 12/12（日）に開催！詳しくは中面

のイベント案内をご覧ください。

サード・キッチン
白尾 悠／著　　河出書房新社

分類：F／シラ

がご紹介します

図書館大好きぎふライブラリークラブメンバーがえらぶ

犬
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ペンネーム
並木道読書会

運営メンバー

視野が視野が

読書

編集後記：新年は全館1月４日（火）から開館します。
今年もたくさんの方にご来館いただきました。あり
がとうございます。新年、良いお年をお迎えくださ
い。（悠）

どこで生まれても、どんな肌の色でも、人間

であることはみんな同じ。なにが得意で、

なにが好きか、どんな人間かはみんな違う。

コメント
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「みんなの場所」づくり
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いろいろなトリセツ

【電子書籍】
パパのための娘トリセツ
小野寺 敦子 /監修　　講談社

小さいときは無邪気に抱きついてきてくれたのについに、「パパい
や！」と言われてしまったお父さんたち、こんな本がありますよ。
幼児期から社会人まで年代ごとに分かりやすく、発達心理学をベー
スにアドバイスしてくれます。

【新着図書】
サウナのトリセツ
小林 弘幸 /著　　　学研プラス（498.3/ コ）

空前のサウナブームとなった日本。そもそも、サウナの効果とは？
医学的に正しい入り方ってあるの？　など、この本を読めばサウナ
に入りたくなること間違いなし。著者おすすめの呼吸法や、ストレッ
チも掲載されています。

鳥説
バードウォッチング&
野鳥撮影スキルアップのコツ115
♪鳥くん（永井真人）/著　主婦の友社（488.1/ ト）

日本初のプロのバードウォッチャーの著者が野鳥撮影とバード
ウォッチングのコツを解説している本、その名も鳥説（とりせつ）。
待ち方、マナー、鳥の見分け方など、すぐに実践できそうな項目が
たくさん掲載されています。

イベント 中央 おすすめ 本

分館 NEWS

中央 NEWS

BEST 55予約

テーマ本　『スナックキズツキ』 益田 ミリ /著　マガジンハウス
　　　　　『三体』　劉 慈欣 /著　早川書房
　　　　　　 『三体 II 黒暗森林（上・下）』『三体Ⅲ 死神永生（上・下）』
　　　　　　 シリーズ全５巻中、１冊目だけでも読めば参加OK！

マンガでわかるジャズ
歴史からミュージシャン、
専門用語などを楽しく解説 ! 
山本 加奈子／著　　誠文堂新光社

お手軽食材で失敗知らず！
やみつきバズレシピ
リュウジ／著　　扶桑社

なるほど日本 地名の由来 雑学大事典
ISM Publishing Lab. ／著　　ゴマブックス

カラダが硬い人のためのらくヨガ入門
基本のコツと50のポーズ
橋本 京子 ／監修　　メイツ出版

お探し物は図書室まで
青山 美智子／著　　ポプラ社

1

2

3

4
5

小説8050
林 真理子／著　　新潮社　　 F ハヤ

白鳥とコウモリ
東野 圭吾／著　　幻冬舎　　Fヒガ

52ヘルツのクジラたち
町田 そのこ／著　　中央公論新社　　Fマチ

透明な螺旋
東野 圭吾／著　　文藝春秋　　Fヒガ

「育ちがいい人」だけが知っていること
諏内 えみ／著　　ダイヤモンド社　　 385.9 ス
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4
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電子書籍紙の書籍

1
2

11/ 21
（日）

鳥を近くで見るときはぜひ薄目で！

ＮＧワード、ＯＫワードは必見です

みんなが言っている、ととのうとは…？

小さな町で工務店を経営しています。親の代から続く工務店で弟も

同業者です。地域に密着し親しまれる工務店を目指し、PR用の

名刺やパンフレット作成の相談に来ました。

２０２２年１月、岐阜市立図書館分館は開館２０周年を迎えます。それに先駆け、今年
の図書館まつりでは主人公が２０歳の本や２０歳でデビューした作家の本など、“２０”
にちなんだ本の展示や、大きなバースデーケーキを利用者のみなさんからのメッセージ
で飾りつけました。小さな子供から大人まで、あらゆる年代の方があたたかいメッセー
ジを寄せてくださり、まっしろだったケーキが華やかに変身しました！ケーキは、来年
１月１５日～２３日に行われるハートフルフェスタ２０２２にも登場しますので、ぜひ
見にいらしてくださいね。

みんなの図書館　おとなの夜学

子どもラジオの取材で
「MITONOMACHI BOOK STREET
 美殿町本通りに行きました！

本好きよ集まれ！ 並木道読書会　vol.30

蓑虫山人、美濃に帰る
ー元祖アドレスホッパーは故郷をどう捉えたかー

図書館まつり
２０２１開催！

コーディネーター

特色を出すためにも、名刺には親しみのも

てるキャッチフレーズを入れたらどうです

か。例えば、「私の町の大工さん」とか。

三つ折パンフには、大工さんらしい写真を

入れてみてもいいですね。

司書

名刺デザイン・コレク

ションの本を紹介しま

した。

日　時：2021年12月17日 ( 金 ) 19：00～ 20：30
場　所：シビックプライドライブラリー
参　加：中学生以上　※お子さま連れはご遠慮ください
申　込：会場観覧（先着20名）　※定員に達したため締め切りました
　　　　Zoom視聴（500名）/おとなの夜学webサイト　オンライン配信予約欄にて
参加費：無料

子ども司書によるラジオ番組、「小さな司書のラジオ局」。番組の取
材で美殿町で開催されたブックマーケットに行ってきました。この
ブックマーケットは、美殿町商店街の古書店「徒然舎」が企画する、
本と人がつながる場。愛知や三重、京都など県外からもお店が集まっ
てさまざまなジャンルの本や雑貨が並び、子どもたちは興味津々！
みんなで徒然舎の店主さんや、出店ブースを取材して回り、同じ日
に柳ヶ瀬で開催されていた、食品や小物などのお店が並ぶ手作り市
「サンデービルヂングマーケット」にも寄ってきました。にぎわう
まちでの楽しい出会いに笑いの絶えない取材になりました！子ども
司書のイベントレポートは、FM わっち「小さな司書のラジオ局」
12月６日（月）～１０日（金）の放送でお聞きいただけます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、開演時間の変更もしくは中止の可能性があります

日　時：2021年12月 12日 ( 日 ) 18：00～ 19：00
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
申　込：12月 9 日（木）締切（先着順）　申込状況によっては、当日も受け付けます
　　　　中央図書館窓口・電話・メールにてお申し込みください

おとなの夜学　web サイト：https：//otonanoyagaku.net /　

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
TEL ：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）

最新の申込状況は
中央図書館にお問い合わせください

最新の申込状況は
中央図書館にお問い合わせください

※締切時点でお申し込み人数が少ないテーマについては中止になります

どちらかを選んでお申し込みください（チラシの裏に申込書があります）

Q.

ビジネスチャレンジ 相談例ビジネスチャレンジ 相談例

徒然舎の店主さん

イベントは 2018 年に

始まり、今年で４回目！


