ほん

まちトーク

に本棚を〜

〜まちの中

3 月 16 日 ( 金 )、中央図書館南東
読書スペースにて、「ほん まち
トーク〜まちの中に本棚を〜」を

開催しました。ゲストは喫茶ヨジ
ハン文庫の津田 芳子さん、喫茶
星時の樋口 尚敬さん、ビッカフェ
の堀江 俊宏さん、山本佐太郎商店
の山本 慎一郎さんの 4 名。
みなさん本のある空間で人と街を
つなげる取り組みをされています。
吉成館長が聞き手をつとめました。
さて、ゲストのみなさんは、どの
ようにして今のお仕事のスタイル
にたどり着かれたのでしょうか？

実家の書店をカフェに改装し、姉
妹でお店をされている津田さん。
店名の由来になったのは『よじは
んよじはん』というお使いの途中
で寄り道する女の子の絵本。リビ
ングルームのようなゆったりでき
る居心地のいい空間では、思わず
寝てしまう人もしばしば。

Take free

店内に所狭しと置かれたフリー
ペーパーや秘蔵のリトルプレスコ
レクション。古本の出張販売にイ
ベントの開催など、毎日多様な人
が集まるお店は、もはや喫茶店の
枠にとどまらない「情報を発信す
るひとつのメディア」といえるの
ではないでしょうか。
「よくわからないこと」をやりた
いと思っているという堀江さん。
お店のコンセプトは『偶然と違和
感』。映画監督を目指した学生時
代から、図書館司書や古本販売を
経て現在の柳ケ瀬倉庫のお店に落
ち着きました。
「もやもやして帰っ
てほしい」というその不思議な世
界観は、いろいろな経験をしてこ
られた堀江さんの人生そのものの
ように感じました。
岐阜で長年油屋を営む山本さん。
文化の発信拠点でありたいと語っ
てくださった山本さんの言葉はい
つも、岐阜への愛で満ち溢れてい
ます。ぎふまちライブラリーの発
起人でもあり、ぎふメディアコス
モスが開館する際に図書館を図書
館で終わらせない、図書館に来た
人がまちにも足を運ぶ仕組みを作
れないかと思いを巡らせた当時の
お話も聞かせてくださいました。
館長が紹介した本は『知の広場』。
その中で図書館とは本をきっかけ
に人が集まる広場だとあります。
それぞれの方法で、本を通じてま
ちとひととをつなごうとするみな
さん。そうやってゆるやかにつな

津田さんの
心に残る本

岐阜市立図書館だより

喫茶
ヨジハン文庫
岐阜市神田町１６
［営業時間］
13:00〜21:00
［定休日］
月曜日・火曜日

２０１8 年４月号

喫茶

樋口さんの
心に残る本

星時

岐阜市神田町３３
加藤石原ビル２F
カンダマチノート
［営業時間］
11:00〜20:30
［定休日］
水曜日・第４木曜日

『エルマーのぼうけん』

『あるかしら書店』

『カフェうらら』 こんどう みき／編

『燃えよ剣』 司馬 遼太郎／著

『我が命にしたがえ機械』 秋田 禎信／著

『きまぐれロボット』 星 新一／著

ガネット／著

ポプラ社

ルース・スタイルス・

ヨシタケ シンスケ／著

ス

レン
レファ
もの

「調べ

い。」

お手伝

「調べもの」のコツ
岐阜の桜情報
~ メディコスから淡墨桜まで~
Q. 淡墨桜が今どれくらい
咲いているか知りたい。

福音館書店

どんな本でも
置いてある
が
こんな書店
な…。
あったらいい

新聞に掲載される開花状況より

、
小学生の頃
に
物語と挿絵
した。
ひかれ読みま

精度の高い情報を知り、最適な

日にお花見に行きたいとのこと

で昨年の 4 月中旬ごろ受けたレ

ファレンスです。

山本佐太郎商店

ビッカフェ

堀江さんの
心に残る本

岐阜市弥生町１０
やながせ倉庫 202
［営業時間］
平日 12:00〜18:00
土日祝
10:00〜18:00
［定休日］水曜日

『おおどろぼうホッツェンプロッツ』
オトフリート = プロイスラー／著
『親鸞ルネサンス』 安冨 歩ほか／著
『カフェの話。』
アスペクト編集部／編
アスペクト

山本さんの
心に残る本

岐阜市松屋町１７
［営業時間］
8:00〜19:00
［定休日］
日曜日・祝日
大人気のかりんとうの
販売もしています。

『火吹山の魔法使い』
スティーブ・ジャクソンほか／著
『モモ』 ミヒャエル・エンデ／作
雑誌『ブルータス』

調べてみると、本巣市のホーム

ページに淡墨桜の開花状況が

写真つきで掲載されており、
ライ

ブ映像も見ることができます。

昨年は 3 月 17 日から開花状況

の掲載が始まり、22 日以降は隔

日、4 月 5 日から 22 日まで毎日
更新されています。

岐阜県内の桜の名所が知りたい

方には『ぎふ桜の旅 作美善男
写真集』
（ 作美 善男／著 一つ

葉文庫 2009 年版 G740.1

サ）
をおすすめします。

また、
ぎふメディアコスモス周辺

2017/8/15 号

のお花見スポットが知りたい方

には中央図書館で作成した「春

東京の
とんかつ店を
した！
食べ歩きま

る
カフェを始め 。
った本
きっかけにな

麗メディコス周辺お花見まっぷ」

を配布していますのでご覧くだ

さい。

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

編集後記：
「ぎふライブラリークラブ」に興味のある
方は、4 月 11 日（水）夜６時〜
「がやがや会議」
にご参加ください。場所は、ぎふメディアコスモス
１階「協働のへや」です。

29 30
22 23 24 25 26 27 28

いつも元気いっぱいの おすすめの本↓
司書まっしーです！
ぎふ
みなさん、「
ライブラリークラブ」を
知っていますか？

市民が本のイベントを
企画 運･営しています！
並木道読書会」の
今月は 「
活動を見てみましょう！

がった人の道が、図書館という広
場を拠点に体中を巡る毛細血管の
ように岐阜のまち全体に広がって
いけたら。そのために図書館は何
ができるのか、考えていきます。

い

参加者といっしょに本の
感想を伝え合います。

わいわ

い

リトルプレス（少部数の本）をきっ
かけにカフェめぐりを始め、つい
に自分のお店を始めた樋口さん。

司書はお見送り 。
…

…
しゅん

次回の並木道読書会は４/21
開催です。 詳しくは web へ！

中央図書館

みなさんのアイデアや思いを
もっともっと集めて行くこと
が、岐阜市立図書館、そして
ぎふメディアコスモスの成長
には欠かせないと思っていま
す。

岐阜市立図書館
い

わいわ
わいわ

わいわい

図書館がいま最もチカラを入
れて考えているのは、市民の
みなさんとの新たな協創・協
働のスタイルを、どうすれば
これまで以上に豊かで多様な
ものにしていけるかというこ
とです。

15 16 17 18 19 20 21

チラシのデザインは
図書館の本で
勉強しました。
チラシも作る！！

る！
バーで
のメン マ本を決め
ブ
ラ
ク
のテー
読書会

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

４

2018

春風の心地よい季節になりま
した。

図書館には、これまで長年に
わたって日々支え続けていた
だいている「図書館ボラン
ティア」さんはもちろんです
が、このぎふメディアコスモ
ス、図書館のブランドを活力
として、自分たちで自主的に
企画した講座やイベントをど
んどんとやりたいという方々
のための「ぎふライブラリー
クラブ」、まちライブラリー
の新たな担い手を育成する
「まちライブラリアン養成講
座」があります。

岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫
どうぞみなさまのチカラを
図書館にお貸しください。
これら３つの側面からみなさ
んのチカラを図書館に注いで
いただく仕組みを今後も充実
させていきます。

市民のチカラを図書館に

APR

…全館休館日
…図書室休館日

NEWS LETTER

休館日の
お知らせ

岐阜市立図書館だより

2018

4

gifu city library

よっこ／作

Take free

２０１８年４月号

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１８年４月号

Take free

イベント
４/14
（土）
中央

4/21
（土）
中央

4/28
（土）
分館

岐阜市立図書館だより

案内

２０１8 年４月号

おすすめ

第 3 回「Book Book 交歓会」
本を介して人と人が出会い、会話し、ともに楽しむ会です。「私には要らなくなっ
たけれど、他の誰かに読んでほしい本」をプレゼントします。本と本の交換や、
「自
慢の本・大切な本」の紹介もあります。本を介した交流を楽しみましょう。

午後 1 時 30 分〜 4 時
場
所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 ドキドキテラス
同時開催：「おはなしユニット しゃっぽ」と「＃C」の公演
絵本を楽しむ企画でチェロの調べに合わせて本を読んだり、動きをつけて演劇仕
立てで表現します。
※出店申込みは終了しました。ご来場は自由です。ぜひお越しください。

大好きなあの作品について、ほかの人と語り合ってみませんか？
一人で読むのとはまた違った楽しみがあるかもしれません。
みんなで作品の感想を話し合い、理解を深めて気軽に交流しましょう。

午前 10 時〜 11 時 15 分

異国の、忘れられない一皿。
Ｃｉｅｌ／〔ほか〕著

翔泳社

4 月の生活デザイン＆ファッション講座
「こぎん刺しブローチのワークショップ」

和食と同様に魅力のある世界の “ごはん”。各国を旅した人気のブロガー
さんが、食したお料理を紹介しています。
現地の役立つ観光やお店の情報も掲載されていますので、訪れたくなる
かもしれません。

世界の食のスナップ写真で旅する気分。

世界の機内食

上空 1 万メートルで堪能するグルメ
（687.5 セ）

単にフライトを移動の手段にするだけではもったいない！
機内食が提供される背景を知識として得ると、今までの空旅が変わって
くるのではないでしょうか。高度１万ｍの上空のレストランを楽しむコ
ツが分かりやすく紹介されています。

【新着図書】

全 196 カ国おうちで作れる世界のレシピ

本山 尚義／著

ライツ社

（596.2 モ）

思わず眺めているだけでワクワクしてしまう「世界のお料理」を、自分
の手で作ってみましょう。おしゃれで簡単なレシピは、初心者でも安心
して調理することができます。また、巻末にはシーン別の索引もありま
すので、こちらもチェックしてみてくださいね。

あなたなら、 どの国を食卓に並べますか？

おらおらでひとりいぐも

好きな色の糸で連続模様を刺す「こぎん刺しのブローチ」をつくります。
胸元やバックに飾っても素敵です。初心者の方も大歓迎です。

午後の部

午前 10 時 30 分〜午後 0 時 30 分
午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分

若竹 千佐子／著

5/6
（日）
中央

桐野 夏生／著

棲月

今野 敏／著

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
ライブラリーいち＠シティー . ぎふ . ぎふ . ジェイピー

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

旧利用カードの切替を順次行っています。
鵜の図柄が描かれた図書館の旧利用カードは、
２０２０年６月までに順次新しいカードへ切り替えを行います。

平成 30 年度切替対象者
利用カードの番号が００００００１〜０１８０００００までの方
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。
※利用カードの番号が０１８０００００より大きな数字の方は、改めてご案内します。

新潮社

瀬尾 まいこ／著

「科学する絵本」は、科学にまつわる絵本の朗読と、科学者のお話で構成する講座
です。第１回のテーマは「地球をめぐる水」。とりあげる絵本は『地球を旅する
水のはなし』。著者の大西健夫さんが専門の水文学（すいもんがく）を子どもたち
にわかる言葉でレクチャーします。実験の実演もあります。

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
朗読と司会：浅井 彰子さん（フリーアナウンサー）
講 演：大西 健夫さん（岐阜大学准教授）
対 象：小学生とその家族
定 員：先着 70 名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口、または電話、E-mail にてお申込みください。
E-mail でお申し込みの際は、参加者全員のお名前と、代表の方の連絡先
を明記してください。

朝日新聞出版

F ワカ

Ｆキリ

Ｆコン

そして、バトンは渡された

〜地球をめぐる水〜

午後１時 30 分〜３時

河出書房新社

路上の X

場 所：分館 ファッションライブラリー
講 師：篠田 泰子さん（Les Amis du Soleil）
定 員：各回 6 名
持ち物：糸きりハサミ
受講料：無料（材費代：1,000 円を別途負担）
申込み：平成 30 年 4 月 9 日（月）より分館の窓口または電話にて申込み。

「科学する絵本」第１回

（290.9 ミ）

機内食だって楽しみたい。

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
テーマ作品：『シアター！』『シアター！２』 有川 浩／著
『銀河鉄道の父』 門井 慶喜／著
『柿の種』 寺田 寅彦／著
申込み：平成 30 年 4 月 18 日（水）までに、中央図書館の窓口または電話、
下記 E-mail にて申込み。
その他：参加申し込みが少ない作品は、その作品についての話し合いは中止。

午前の部

世界の味めぐり

みんなの旅ごはん日記

イカロス出版

並木道読書会 Vol.７

本

文藝春秋

F セオ

オンナの奥義
201８年 2 月 11 日〜
2018 年 3 月 10 日

展示

無敵のオバサンになるための 33 の扉
阿川 佐和子
文藝春秋

大石 静／著
914.6 ア

PICK UP

「恋愛ドラマの女王・北川悦吏子」
今年４月からはじまるＮＨＫ朝の連続テレビ小説
「半分、青い」の舞台は岐阜県。
脚本は「ロングバケーション」など数々の不朽の
恋愛ドラマを生み出した北川悦吏子さんです。
北川さんは岐阜県出身なんですよ。展示グローブ
で “恋するドラマ” にキュンキュンしませんか ?

分館

NEWS

「2018 年 本屋大賞」展示中

分館では今年も本屋大賞の展示を３月半ば〜４月下旬まで
行っています。
今年のノミネート作品は、これまでにも本屋大賞にノミネー
トされたことがある作家さんから今回がデビュー作の作家
さんのものまで、多様な作品が揃っています。
←こちらは展示の一部。この全容はぜひ分館へ見に来てく
ださい！
大賞の発表は 4 月 10 日。どの作品が大賞に輝くのか楽し
みですね ! 毎年予約を多くいただくので、気になる本は今
のうちのご予約がおすすめです。

