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図書館で
読書を
楽しんだ
とある休日
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いま全国で話題になっ

この映画を観て、私が全

だから本の所蔵だけ、貸

ている映画「ニューヨー

編を通して感じたのは、

し借りだけをしている場

ク公立図書館」をみな

本やひととの偶然の出合

所ではないのだ、という

さんはご存知ですか。

いがあったり、本をまん

メッセージが随所に織り

中にひとがコミュニケー

込まれていました。

図書館のドキュメンタ

トできる、誰もが生き生

リー映画が脚光を浴び

きとした表情に満ちた場

４回目の折り返しを迎え

るのはとても珍しいこ

所だったということです。

て、私たちも、みなさま

となのですが、それな
編集後記：７月は、中央図書館の 4 周年記念イベント
が開催されます。ご注目ください。その他にも、夏休み
期間はイベントが豊富です。詳しくは、イベント案内を
ご覧ください。

りの理由があると私は

未知のことやものを知り

情報をお届けするために、

思います。

たい。自分自身の考えを

この一年、力を注いでま

深めたい。生きる糧とし

いります。

たい、そのための情報を

どうぞよろしくお願いい

得るためにこそ図書館は

たします。

岐阜市立図書館

ある。

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 館長
吉成 信夫

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

中央図書館

新規！

共読本棚 ＋ 共読ワークショップ
それぞれと語り合う、 楽しい読書

祝

４周年！

この一年のあゆみ

・ 展示グローブに新しい本棚が登場！
・ 中学校で共読ワークショップを始めます！
で
７月１６日ま
！！
愛称投票中

企画力！

・ NO BOOKS, NO LIFE ！
・ 岐阜市ゆかりの文学年表
・ 平成の岐阜市を振り返る
・ あなたの農産物、 どんなふうに、 どこで売る？
・ がんと向き合う！ーがん治療と仕事の両立ー
・ ファッションとわたしとわたしたちのかたち etc…

本が
つなぐ
ひととまち

ぎふライブラリークラブ
図書館大好き委員会
イベントを企画 ・ 実行

つながる

子どもの育成
サードプレイス

・ 図書館バッグ 「みんなとつながるバッグ」
４種類 販売中

図書館
ブランディング

図書館は

第４期

みんなの図書館 おとなの夜学
岐阜ならではの知性が集まる、 おとなの為のまなびの場

郷土の魅力

本で人とまちをつなぐ

・ レトロピア岐阜に見る、
岐阜”B 面”観光の可能性
・ 水道山と象鼻山から妄想する
”はじめの王”
・ 長良の川原に白キツネが舞う
・ 岐阜の 「岐」 は、
土岐氏の 「岐」 ！？
トーク

本や人との出会いがあったり
本をまん中に人がコミュニケートできる
誰もが生き生きとした表情に満ちた場所
私たちはそんな滞在型図書館を
目指しています

市民と
ともに

ぎふまちライブラリー
まちの小さな図書館、 ぎふ
まちライブラリーが１０店舗に

岐阜市立中央図書館

これからの
図書館の姿

図書館のビジネス相談がきっかけで、
ビジネスが始まり、 実店舗を出した方もいます。

- 本と本屋と図書館の逆襲 -

未来の図書館について話しませんか

ショートショート発表会の
発表者が作家デビュー！

ビジネス
支援

ビジネスチャレンジ支援相談窓口
あなたのお役に立ちたい！コーディネーターと
司書がタッグを組み、 ビジネス相談を受付

公共空間はどう変わる？

来館者や貸出冊数に左右され
ない図書館。
功利主義的な評価とは異なる
価値的な評価軸。
読みたいという意欲をかき立て
る方法とは。

企画
イベントの
実施

NEWS ！

第 1 回文芸社文庫 NEO 小説大賞を受賞した、
高校生の吉川結衣さんが
『あかね色の空に夢をみる』 で作家デビュー

相談

２０１９年 7 月号

・ 本の語り Bar

図書館ブランディング
図書館から岐阜を発信する！

みなさん
どうも ！
う
ありがと

屋根の付いた公園です

大活躍！

・ 並木道読書会
・ 世界にひらく窓
・ Book Book 交歓会
・ クリスマスのおくりもの
・ 科学する絵本
・ 本でウォークラリー
・ 群読ワークショップ
・ 巡るフランス、
言葉と音楽

共読の
モデル
づくり

図書館
ベース
事業

展示グローブ
年間企画、 ３１テーマ

発信！

・ みんなの図書館 おとなの夜学 「ブックレット」
４種類 近日販売

岐阜市立図書館だより

カンチョーの
とっておき
読書

の生きる糧となるような

長良西小に「ブックマ」誕生！
お任せ
ください

岐阜市の長良西小学校の図書委員の
子たちが、 本を運んで読み聞かせをする
ブックカート 「ブックマ」 を作り、
小学校の図書室で本の楽しさを伝える
活動を始めました！
Take free

望遠鏡をのぞくと
科学館の方の
解説つきで

星を見ることができます。

列に並んで
みると …

外へ出ると
行列が！
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2019

Take free

イベント
7/14
（日）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

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）

中央図書館開館４周年トーク

新たな知の広場を創り続けるために

ユーモアと身振り手振り。豊かな対話あふれる図書館をめざして
中央図書館が開館して４年間、本や人との出あいや、本を真ん中にコミュニケー
ションが広がる場を目指してきました。豊かな対話あふれる広場としての図書館
を創りあげていくためにできることを、平田オリザさんをゲストに語り合います。

午前 10 時 30 分〜 12 時 30 分（開場：午前 10 時）
場

２０１９年 7 月号

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

１階

出演者：平田 オリザさん（劇作家・演出家）

本 de 子育てカフェ〜中高生編〜
はやみね先生、読書への入口ってどこですか？

8/25
（日）

講師自身の学生時代の悩みや体験・読んできた本を踏まえ、子どもたちが生きる
力をつけるには何が必要か語っていただきます。また、中高生から中央図書館の
ＹＡ交流掲示板に寄せられる “お悩み” に、はやみね先生からコメントをいただ
きます。ＹＡサポーターとの対談や質問コーナーもあります。

中央

午前 10 時 30 分〜 12 時

みんなのホール

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

対

象：若者向け小説に興味のある方・中高生のお子さんを持つ保護者

講

聞き手：吉成 信夫（岐阜市立図書館 館長）
定

場

員：200 名（要申込・先着順）

師：はやみね かおるさん（作家）

定

申込み：中央図書館の窓口または電話・E メールにて受付

1階

かんがえるスタジオ

員：100 名（要申込・先着順）

申込み：７月 19 日（金）午前 9 時より、中央図書館の窓口・電話にて
受付

7/15
（月・祝）
中央

本でウォークラリー
図書館内の本のタイトルをしりとりで繋げて得点を競うゲームをします。大人か
ら子供までどなたでも楽しめます。１０点以上獲得すると高畠純さんのイラスト
入りオリジナルトートバッグ（非売品）をプレゼント。ゲームを通して新しい本
との出会いもあるかも！？

午後 2 時〜 4 時 30 分

（受付終了：午後 4 時
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

中央

8/5
（月）
8/9
（金）

場

景品引換終了：4 時 30 分）

クイズをしながら、図書館の使い方や本の探し方について楽しく学んでみません
か？この夏は、みんなで図書館マスターをめざそう！

午後 1 時〜午後 3 時まで
場

所：中央図書館

定

員：各回 15 名（要申込・先着順）

※内容は両日同じです

中央

167 モ

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。
興味のあるテーマに分かれて、楽しくおしゃべりしましょう。

午前 10 時〜 11 時

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

ムスリム （イスラム教徒） の人たちが、
ぐんと近くなります！

世界の米料理

世界 20 カ国に受け継がれる、伝統的な家庭料理
荻野 恭子／著

誠文堂新光社

596.3 オ

私たち日本人の主食である「米」。多くの国では副菜ととらえられ、
その数々の料理には、日本の「ご飯」とは違う新しい美味しい発

1階

あつまるスタジオ

①テーマ本：「あなたの人生、片づけます」垣谷美雨
②テーマ本：「革命のファンファーレ」西野亮廣

※テーマに合うお気に入りの 1 冊をお持ちください。

体の芯から温まる参鶏湯 ( サムゲタン )
は、 なんと韓国の夏の料理！

【新着図書】

日本の異国

在日外国人の知られざる日常
室橋 裕和／著

並木道読書会 Vol.20

③テーマトーク：「手紙」

8/13
（火）

紀伊國屋書店

紹介。日本の米料理も満載。

※本人またはその保護者からのみ受付します

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

森 まゆみ／著

見があります。世界の米料理を家庭でつくりやすいレシピにして

おはなしのへや

象：小学生（保護者同伴可）

テーマ作品：

日本に暮らすムスリムに会いにいく

てきます。

夏休み調べもの講座
君が読みたい本はどこ？めざせ図書館マスター！

場

お隣りのイスラーム

き書きから、私たちが知らなかった彼らの生き方や考え方が見え

所要時間：20 分〜 30 分程度

申込み：7 月 8 日（月）午前 9 時より、中央図書館窓口、電話にて受付

中央

異文化と暮らす

う姿勢はさまざまです。日本に住むイスラーム圏の人たちへの聞

持ち物：筆記用具、時計（なくてもかまいません）

8/10
（土）

本

一口に「イスラーム」といいますが、地域や年代によって向き合

所：中央図書館

申込み：不要 ※小学生以下は保護者同伴

対

おすすめ

晶文社

334.4 ム

海外からの移住者は 2017 年末で 250 万人を超え、日本各地

で外国人コミュニティがつくられています。著者自身の「外国人」
経験を活かした取材から、在日外国人の日々の生活の息遣いが
伝わってきます。

歴史や背景を知れば知るほど、
彼らの生きる逞しさに感動！

柳津図書室

NEWS

「夏のえほん」と「読みメン」

申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて受付

柳津図書室では特集コーナーに「夏」
をテーマにした絵本を集めて展示を

行っています。「おまつり」「すいか」

「海」「プール」などなど、暑い夏を楽
しく乗り切る本がいっぱいですよ♪

巡るフランス、言葉と音楽

そして、同じ特集コーナーでは男性の

vol.2

読み聞かせも推奨しています。男性の
読み聞かせは、女性の読み聞かせより
も、お子さんの語彙力や想像力を育て

フランス語研究の専門家の國枝孝弘先生と、フランス音楽が大好きな cd shop
songs の店主、鬼頭黎樹さんが、
「言葉と音楽」の面から、フランスを巡り辿る企画、
第 2 弾！！

午後 7 時〜 8 時 30 分
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

1階

るそうですよ。是非「読みメン」を目
指してみてください。

かんがえるスタジオ

百花

ゲスト：國枝 孝弘さん（慶應義塾大学総合政策学部教授 兼

政策メディア研究科委員）

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

暑い夏がやってきました。

定

鬼頭 黎樹さん（cd shop songs 店主）

員：70 名（要申込・先着順）

申込み：７月８日（月）より、中央図書館の窓口または電話・Ｅメール
にて受付

川村 元気／著

文藝春秋

そして、バトンは渡された

とめどなく囁く

検事の信義

一切なりゆき

瀬尾 まいこ／著

柚月 裕子／著

文藝春秋

KADOKAWA

F セオ

F ユズ

桐野 夏生／著

樹木 希林／著

幻冬舎

F カワ

F キリ

文藝春秋 BC 778.2 キ

