
読みながら聴きたい曲

読んで く聴 １日
芸術の秋を堪能しよう！
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オザワ部長のオモシロ吹奏楽部大事典！？オザワ部長のオモシロ吹奏楽部大事典！？ バッハからラヴェルまで
12 人の天才たちの愉快な素顔

バッハからラヴェルまで
12 人の天才たちの愉快な素顔オザワ部長／著　学研パブリッシング

宮下 奈都／著　実業之日本社

やまみち ゆか／著　マール社

元気に陽気に！
吹奏楽部をのぞいてみよう

情熱あふれる小説で
１日のはじまりに活力を

１日おつかれさまでした。まったりと
クラシックの世界にひたるのはいかが？

2020（21）年度　全日本吹奏楽コンクール課題曲 1901 年に作曲、翌年に級友が初演THE  BLUE  HEARTS

平山雄一 / 作曲

ようこそ、吹奏楽部へ！ “ 事典 ” の形式で
吹奏楽部独特の文化や用語を解説。みずみ
ずしく元気な音を響かせる吹奏楽部生たち
の、愉快で熱い日常をのぞいてみませんか。

声楽を学ぶために大学に通うが、情熱を見
出せない。劇団に所属し、ミュージカル女
優を目指すが、なかなか役をもらえない。
そんなふたりに訪れる、同じ舞台に立つチャ
ンス。熱のこもった舞台の光のなかで、彼
女たちはどんな気持ちを歌に込めるのか。

高校で楽器を吹いていた頃のことを思い出し
ました。「楽器に名前をつける」現象は、あ
るある！と思わずうなずいてしまいました。
「今」の自分が演奏したら、どんな音が
出せるだろう？と想像したら、また楽器を
持ってみたくなりました。

ての「何」だろう ... と考え
させられました。こんなにも
深く心を揺さぶられるものに
出会えたら幸せですね。

彼女たちにとっての「歌」は、わたしにとっ あの人とあの人は友達だったんだ！
あの曲にはそんな事情があったんだ！
時代をつなげて見てみると、作曲家どうしが
お互いに影響しあって音楽を
生み出してきたことがわかります。

世界中に広く知られているクラシック曲の
作曲家にスポットを当て、イラストや漫画
で楽しく紹介。彼らの人生を知ってあの曲
をもう一度 聴いてみたら、今までと違って
聴こえるかも！

トイズ・パレード

読みながら聴きたい曲

噴水から着想を得て、変化する水の動きをピアノ
の音で表現。ラヴェルの作品は、リズムや和音の
響きが精巧に計算されており、その完成度の高さ
は「スイスの時計職人」と呼ばれるほど。細かな
音が紡がれていく流れるような美しさに聞き惚れ
てしまいます。

“パレード ” の名の通り、明るく軽やかな曲調。
おもちゃたちが歌い出す！金管楽器と木管楽器
それぞれにバランスよく見せ場があるので、最
後までご注目！マーチ（行進曲）は地面を踏み
しめて歩きたくなるような元気な曲もあれば、
しっとり静かに耳を傾けたい曲もありますね。

なぜこの曲なのかは、物語の終盤にたどり着け
ばわかるはず。やさしい歌詞を魂にこめて、荒々
しく叫ぶ！そんな彼らに背中を押してもらって。
さあ朝がきた！今日１日、ガンバレ！

水の戯れ
モーリス・ラヴェル / 作曲

たわむ

読みながら聴きたい曲

人にやさしく
甲本 ヒロト / 作詞・作曲

終わらない歌終わらない歌

前編に「よろこびの歌」があります彼女たちが高校生だった時の物語

本が好きな人も読書に馴染みがない人も、音楽を通して読書を楽しんでみてはいかがでしょ
うか。今号は朝、昼、夜それぞれのシーンにぴったりの「本」と「音楽」をご提案。作品の
雰囲気に合う BGMがあると、より深く作品の世界にもぐることができるかも？
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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

そして古きよきものと新
しい文化が混ざり合う魅
力たっぷりな場所である
こと。岐阜市立図書館は
メディアコスモスに開館
して以来ずっと、『たから
ものマップ』や来館者の
みなさんを巻き込んだ参
加型の展示、出張まちラ
イブラリーなどまちとつ
ながることを意識してき
ました。開館以来続いて
いる人気イベント、「おと
なの夜学」は『岐阜にい
るのに知らなかった岐阜
を知る』をテーマに繰り
広げられるおとなのため
の学びの時間。

図書館では、定期的に職
員や司書を対象とした研
修を行っています。先日
行った研修では、『世間遺
産』という、国や県の基
準ではなくそこに暮らす
人自らがつくっていく価
値を基準とするまちづく
りの実践と図書館のかか
わり方についてのお話を
伺いました。ワークショッ
プでは岐阜という地域の
魅力について司書同士で
改めて語り合う場も持ち
ました。語り合い、感じ
たことは、私たちの暮ら
す岐阜というまちには長
良川などの自然をはじめ
とするたくさんの資源が
『ある』ということ。

今年度第 1 回が先日10 月
25日に開催されました。
今期も岐阜の地域文化に通
じた様々な分野の専門家や
その道の第一人者による対
談などを予定していますの
でお楽しみに！図書館に
来れば、地域の『おや？』
という情報に出会うことが
できる。自分の知っている
ことを生かせる場所が図書
館にある。そうやってこの
魅力的な『岐阜』というま
ちを『みんなで楽しむ』
きっかけづくりをできたら
いいなと思っています。

図書館で楽しむ岐阜のまち

休館日の
お知らせ

… 図書室休館日

… 全館休館日

岐阜市立図書館

コメント　

ペンネーム

お姫さまみたいなウェディングドレスは

恥ずかしいという姉のために「僕がつ

くったるわ」と言い出した弟、働き者の

母、74歳で水泳を始めた祖母、家庭生

活に向かない父。旧来の男らしさ・女ら

しさを超えて今の時代を生きる人生が美

しく輝く。

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 11/7（日）に開催！詳しくは中面

のイベント案内をご覧ください。

水を縫う

寺地 はるな／著　　集英社

分類：F／テラ

がご紹介します

並木道読書会　運営メンバー

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

桜

柳津図書室 蔵書点検

学ぶ

「自分らしく
生きたい」読書

※11月9 日（火）～11 日（木）の間、柳津図書室 は
蔵書点検のため休館します

編集後記：「読んで聴く1日」の記事を書くにあたり、
何冊か音楽関係の本を読みました。音楽も本と同
じで、今と昔をつなぐ貴重なツールのひとつです
ね。奥深い世界に惹き込まれます。（悠）

男らしく、女らしく ... 性別や役割の型に押し

込められることなく、ひとりひとりが“自分”

を大切に生きていける世の中に。
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くらべてみよう、
しらべてみよう

子どもラジオの取材で
“ 防災フェア” に参加しました！

国語辞典を食べ歩く
サンキュータツオ／著　　　女子栄養大学出版部（813.1 ／サ）

国語辞典を読み比べたことはありますか。「りんご」という単語も、
出版社によってその語釈は実にさまざま。芸人で大学講師でもある
著者が、食をテーマに個性豊かな国語辞典たちをユーモアたっぷり
に解説します。

【新着図書】
納豆くらべ
石井　泰二／監修　　　文苑堂（619.6 ／ナ）

3500 種以上を食べ比べた納豆研究家が選んだ納豆が日本各地から
集結。香りや味わい、粘り気などを迫力あるカラー写真付きで紹介
しています。大粒小粒に黒豆、枝豆。ところ変われば味も変わる、
奥深い納豆の世界へ。

目でみる数字
岡部　敬史／文　　東京書籍（410.4 ／オ）

ハリセンボンの針は本当に 1000 本あるのでしょうか。よつ
葉のクローバーが発生する確率は？ 身の回りのあれこれを、
数えたり、はかったりしてみたら、見慣れたものも違った一
面をのぞかせてくれるかもしれません。

イベント 中央 おすすめ 本

長森 NEWS

BEST 55予約

中央図書館 NEWS

セルフリノベーションの教科書
｢塗る･貼る･つける･飾る｣で
ちょっと内装に手を入れるだけ
坂田 夏水／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

カメラはじめます！
こいし ゆうか／著　鈴木知子／監修　サンクチュアリ出版

【大活字シリーズ】
カラマゾフの兄弟　中
フョードル・ドストエフスキー／著　　ゴマブックス

The Very Hungry Caterpillar
（はらぺこあおむし　英語版）
Eric Carle ／著　Penguin Young Readers Group　　
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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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電子書籍紙の書籍

災害時の人命救助に使う

車について

たくさん取材しました

震度 7を体験！

家具がいっぱいある

家で起こったら ...

コロナウイルスは花粉のわずか 300 分の１のサイズだそうです

「プリン」と「プディング」の違い、説明できますか？

納豆を使ったパンやパスタ、クレープやケーキなどのスイーツも！

画家・熊谷守一をご存じです
か？シンプルな形と輪郭線によ
る独特な画風で現在も高い評価
を受けている熊谷は、岐阜県恵
那郡付知村（現：中津川市付知
町）に生まれ、幼少期から 17
歳で上京するまでは岐阜市で暮
らしていました。中央図書館で
は「モリカズの森」と題して、

長森図書室の児童図書コーナーには、１本
の木があります。
春には花が咲き、夏は昆虫たちが集い、
秋には実がなります。さて、冬にはどん
な木になるのかな？
ぜひ、お子様と一緒に見に来て下さいね。

10月 17 日（日）、ぎふメディアコスモスのカオカオ広場と岐阜市役所で
行われた岐阜市防災フェア2021。ＡＲを使った水害の疑似体験や地震体験、
災害時に活躍する災害用車両が展示されていたりと盛りだくさん。秋晴れ
のさわやかなお天気にも恵まれ、イベントは多くの家族連れなどでとて
もにぎわっていました。
このイベントの取材に子ども司書 7人と行ってきました！子どもたちは
地震体験車で震度7の地震を体験したり、消防署の人に話を聞いたり、ス
タンプラリーに参加したり…楽しみながら災害の怖さと防災の重要性を
体感。取材から戻るとさっそく体験してきたことを話し合ってまとめ、
子ども司書のラジオ番組『小さな司書のラジオ局』の番組でイベントを
レポートするための原稿づくりをしました。「こんな大きな地震が学校で
あったらきっと何もできない・・・」「伝言ダイヤルの録音は意外と簡単
だった！」といろんなことを感じた 1 日になったようです。子どもたち
のイベントレポートは 11 月 1 日（月）～ 5 日（金）ＦＭわっちで放送
される「小さな司書のラジオ局」にてお聞きいただけます。

本好きよ集まれ！並木道読書会 vo l .29

図書館で音楽を聴きながらみんなで本を読もう

テーマは「朝井リョウ」　好きな作品について語り合おう！
好きな作品をお持ちください

蜜蜂と遠雷 ピアノ全集の CD を聴きながら
「蜜蜂と遠雷」（恩田陸 / 著 幻冬社）を読みます

季節を彩る木

岐阜ゆかりの画家　熊谷守一ししななははのの土土郷郷

日　時：2021年11月 7日 ( 日 ) 18：00～ 19：00（17：45開場）
場　所：みんなの森ぎふメディアコスモス　おどるスタジオ
申　込：11月 3 日（水 祝）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

日　時：2021年11月 14日 ( 日 ) 10：30～ 12：00（10：15受付開始）
場　所：岐阜市立中央図書館　シビックプライドライブラリー
申　込：事前申込　定員20名（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
※テーマ本をお持ちください

締切時点でお申し込み人数が少ない場合は中止になる場合があります

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
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）

関連展示を展示グローブにて開催中です。自然を愛した画家・熊谷守一と自宅の庭をテーマに
した、緑いっぱいの展示です。是非ご覧ください。

最新の申込状況は
中央図書館にお問い合わせください

「ARの水害擬似体験」とは…カメラ機能を使用して自分の目の前の景色が浸水した状況を映し出す、
　　　　　　　　　　　　　リアルな浸水体験。スマホのアプリでも利用できます。


