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…図書室休館日
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紹介している本を 気づいたら 月へ行って
読んでいると

旅をしている うさぎたちと本を読んで
気分になってきて …いる想像をしていました。

育てカフェ
子
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d
本
中高生編

日（日）
10 月 4
アコスモス
ぎふメディ

「本 de 子育てカフェ」は、子育てに奮闘中
のみなさんのためのシリーズ講座です。

今回は、「10 代へ贈るファンタジーの処方
〜中高生時代に大切にしたいこと〜」

と題し、講師に児童文学作家の富安 陽子

さんをお招きしました。富安さんのファンを
はじめ、38 名が会場に詰めかけました。

富安さんの作品の個性あふれる登場人物や

奇想天外なファンタジーはどのようにして生

まれたのでしょうか。

作品の優しい雰囲気をそのままに穏やかな

口調で話される富安さん。会場はすぐにそ

の声に引き込まれ、時折くすりと笑みがこぼ
れたり、時にはどよめきがおこり、みなさん

お話に聞き入っていました。
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２０２０年１１月号

gifu city library

休館日の
お知らせ

まちなかにある公共空間

図書館もこのイベント

や空き地の使い方を考え、 に様々な形で参加をし、
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岐阜市立図書館だより

…全館休館日

展示した、図書館
まつり

月 日
まで旅を
空想トリップ」が開催中
テーマに 「
11

２０２０年１１月号

わんこカートきららは
分館へやって
きました。

きらら

よっこ／作

岐阜市立図書館だより

自分たちの手でまちを楽

司書が本を選んだ小さな

しくしていくプロジェク

ライブラリーを設置し、

ト 、『 O P E N S PA C E

広場で読めるようにしま

LABO』が金公園にて

した。

こういった場所で、人と
人のあいだに図書館の本
があることをとてもうれ
しく思います。
「街の中に自分がいても
いいよっていう居場所が

22 23 24 25 26 27 28

開催されました。
期間中は、人工芝のある

10 月 18 日には子ども

どんどん出て、まちと遊

29 30

広場とハンモック、テー

司書たちが８カ月ぶりに

んでほしい」主催者の方

ブルやベンチが出現。

大集合し、金公園でラジ

が 子どもたちに話してく

キッチンカーやマルシェ

オ収録の取材に繰り出し

ださったように、おとな

など様々なイベントが行

ました。

もこどもも包み込むやわ

われました。

秋晴れのさわやかな空の

らかい居心地の良さがそ

下、たくさんの人でにぎ

こにはありました。

編集後記：10/27〜11/9 は読書習慣です。図書館は
対策を行いながら、イベントの再開を始めています。
Zoom 参加もできるイベントもありますので、ご参加
いただけたらうれしいです。

増えたらいいな」「街に

わう会場。ハンモックに

岐阜市立図書館

寝そべるひとやベンチに

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

座って子どもに絵本の読
み聞かせをする親子連れ
などがみられ、みんな思
い思いに時間を過ごして
いました。
岐阜市立図書館

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

富安 陽子さん（児童文学作家）
『やまんば山のモッコたち』でデビュー以来、
『小さなスズナ姫』や『シノダ！』のシリーズ

など、たくさんの物語を世に送り出されてきた
児童文学作家。作品は絵本から中高生向け

！
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小説、一般向けのエッセイなど幅広く執筆。
庭に出たら空からお餅が降ってきたことが！

金公園

「オープンスペース・ラボ」とは、まちの魅力

となるコンテンツをつくるため、まちなかの公

共空間を使い心地よい空間の作り方や使い方

大人になり家族ができてから

を考えたり、試したりして、まちを楽しくして

結婚後も続いていきます。お孫さんにもホラ

10 月２日から１か月間、金公園で「オープン

ユーモアいっぱいで、ホラが好きな家系は

いくプロジェクトです。

を吹いて楽しむ父、叔母からお餅を撒いて

スペース・ラボ」が開催されました。この場

もらったことを息子さん達にもしてあげてい
た富安さん。

ぎふメディアコスモス 1 階にある本棚
「まちライブラリー＠メディコス」を PR。

所へ子ども司書 15 人が取材してきました。

１０月１８日（日）、この日は柳ヶ瀬商店街の

「サンデービルヂングマーケット」ともコラボ。

絵本のひみつ

『まゆとかっぱ』の絵は降矢ななさんが担当。

柳ヶ瀬商店街と金公園にはたくさんのお店が

や、細部まで設定されてこだわって描いてい

会場には音楽が流れ、芝生の上で本を読ん

脇役たちにもストーリーが生まれていること

並び、大勢の人たちが行き来していました。

ることを知り、感動しました。

でいる親子や、ベンチやソファーに座って、

イベントの主催者である末永さんに
インタビューする子ども司書たち

絵本のアイデアを夢の中から得ることもある

そうです。夢からできた『オニのサラリーマ

ン』や『さくらの谷』。夢を１５分割して作

るというプロならではの話も聞くことができ
ました。

「まちライブラリー＠メディコス」に
置く本にメッセージを書いています。

子どもの頃からふしぎな
話をたくさん聞き、身近

お店で買ったコーヒーやサンドウィッチを食

に感じていた富安さん。

叔母から「十五夜にお月様にいるうさぎさ

んがお餅を降らせてくれる」ことを聞いた後、

なっていることを感じました。

富安さんの声で絵本の朗読もあり、まるで
物語の世界にいるような時間でした。
２０２０年１１月号

好き。祖母からは、妖怪のお話を聞いて育ち、

富安さんの作品の源泉に

れぞれが思い思いの時間を過ごしている、
心地よい空間でした。

子ども司書が取材した内容は、FM わっちで放送されます。ぜひお聞きください。
１１月２日 14:00〜、３日 7:00〜、４日 20:00〜、５日 20:00〜、６日 14:00〜

岐阜市立図書館だより

富安家の人々は、人を楽しませるホラが大

図書館の本を５１冊、展示しているコンテナ。
置いてある本は自由に読むことができます。

あって温かい家族関係が
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子ども時代のエピソード

べている人たちがいたり、一つの場所でそ

今も続く、ユーモアが

Take free

イベント
11/8
（日）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

２０２０年１１月号

おすすめ

レトロに浸る秋

誰かに教えたくなるレトロ建築の話

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.6
直木賞作家の朝井リョウさんと未来の直木賞作家の対談です。
みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホールからオンライン配信！
発表会の Zoom 観覧者を募集します。

門井 慶喜、奈良岡 聰智／著

出

演：朝井 リョウさん（小説家）・作品を発表する中高生

対

象：小学生から大人

員：２００名（要申込・先着順）

申込み ：Ｅメールにて受付。イベント名・氏名・年齢・お住まいの市町
村を記載の上、お申込みください。

※自宅などから PC、スマホ等で観覧できます。
（Zoom アプリのインストールが必要）

潮出版社

BC523.1 カ

建築を素材とする歴史小説を多く書いている作家の門井氏と歴史
研究家の奈良岡氏の、レトロ建築（近代建築）にまつわる対談を
収録した本です。

近代史や建築に興味なくとも気になる小話満載です。

午後 1 時〜 2 時 40 分
定

本

東京駅や日銀本店を建てた辰野金吾の
エピソードは誰かに話したくなります！

神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ
倉方 俊輔／著
523.1 ク

下村 しのぶ／写真

エクスナレッジ

神戸・大阪・京都３都市の近代建築を重厚感ある写真と簡潔な文
章で楽しめます。

同じ関西でも都市の地形や地理の特徴が建築にこのように影響す

11/14
（土）
中央

図書館で音楽を聴きながらみんなで本を読もう
同じ音楽を聴きながら同じ本を読む「会話のない読書会」です。
集まって語らうことすら困難な世情の中、言葉を交わさずとも「空間」と「音楽」
と「本」を共有することで参加者同士のつながりを感じられたらと思います。

午前 11 時〜正午
場

所：中央図書館

課題本：『氷菓』

シビックプライドライブラリー

米澤穂信 / 著

※本はご持参ください

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

11/26
（木）
中央

KADOKAWA

るのか、と建てられた時代に思いを馳せながら読み進められます。

普段、 何気なく見ている
建物に対する見方が変わるかも？
【新着図書】

昭和レトロガチャ最強コレクション
ワッキー 貝山／著

グラフィック社

759 ワ

ガチャガチャと一言で言ってもなんと奥が深いのか…！

演奏曲：無伴奏チェロ組曲 /J.S. バッハ

昭和のトレンドガチャなどを眺めていると自分が遊んだガチャが

定

平成世代は新鮮に楽しめそう。

チェロ演奏：北村 多佳子さん（チェリスト）

見つからなくても懐かしい子ども時代が思い出されます。

申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付

あなたの暮らしを豊かにする一品が見つかります。

員：25 名（要申込・先着順）

読めば気持ちはあの頃へとタイムスリップ！

みんなの図書館 おとなの夜学
岐阜の町屋を守りたい！
自らも町屋に住みながら、それぞれの活動に取り組むゲストたちが岐阜の町屋の
魅力を語り、未来につなげる話し合いを行います。

午後 7 時〜 8 時 30 分
場

所：中央図書館

シビックプライド・ライブラリー

中央図書館

NEWS

中央図書館のシビックプライドライブラ

リーが小さなアートミュージアムのよう
に模様替えをしました。

「発酵は○○○」

シビックプライドトークイベント「発酵

食品で暮らしをつくる」の関連展示とし

ゲスト：門脇 和正さん（ELEPHANT design 代表）
畑中 久美子さん（岐阜市立女子短期大学

定

員：会場／ 20 名

て「発酵は○○○」が開催中です。

准教授）

「①発酵ってなに」、「②発酵でへんし

Zoom ／ 500 名（要申込・先着順）

ん！」、「③発酵のみらい」、「④発酵にぐ

申込み ： 中央図書館の窓口または電話、おとなの夜学サイトにて受付

いぐい！」の４つのテーマにわけて本を

※Zoom 視聴の方はおとなの夜学サイトのみで受付

紹介しています。（11 月末まで）

私たちの暮らしの意外なところで活躍す

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

る「発酵」。ぜひ「こんなところにも発

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

酵が！？」と驚きを楽しんでください。

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

蔵書点検により臨時休館します
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。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

柳津図書室 １１月１０日（火）〜１２日（木）
休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。

（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。）

西部図書室

NEWS

「見やすい書架計画」
秋の夜長のお家時間の充実に、図書館の本はいかが

でしょうか。

現在、西部図書室では “見やすい書架計画” の下、
利用者さんにとって見やすく、本を手に取りやすい図
書室を目標に、本の分類が書かれたインデックスを

ンス
レ
ァ
レフ
もの
べ
調
「
い。」
伝
手
お
図書館で
調べてみよう！

き、
インターネットを使って簡
単に情報を手に入れることが
でます。
しかし、
それは信頼できる情
報とは限りません。
また、探している情報が見つ
からなかったという経験はあ
りませんか。
図書館には、図書・新聞・雑

仕事や勉強、毎日の生活で

誌・データベースといった資

何か調べたいことがあると

料がたくさんあります。

例えば、
「生まれた日に起きた
岐阜の出来事」、
「住んでいる
町の歴史」、
「企業のプロ
フィール」
などを調べたいと

増やして書架の配置をわかりやすくしています。

図書室の常連の利用者さんからは「見やすくなって、

本が手に取りやすくなった。」と好評いただいています。

お近くにお越しの際は立ち寄って、ご覧ください。

き、図書館の資料を使い分け

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー

て活用すると効果的です。
資料や情報の探し方がわか
らない、十分な情報が得られ
ないなどお困りのときは、
お
気軽にレファレンスカウン
ターへお尋ねください。

ブレイディみかこ／著

希望の糸
東野 圭吾／著

講談社

クスノキの番人
東野 圭吾／著

実業之日本社

F ヒガ

F ヒガ

流浪の月
凪良ゆう／著

新潮社

東京創元社

ライオンのおやつ
小川 糸／著

ポプラ社

376.3 ブ

F ナギ

F オガ

