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『靴と私たちが歩いた道』

展示で
本を紹介

5 類（技術）の本棚にも手芸や裁縫の本はありますが、それとは別に特色
のあるテーマでコーナーを作っています。小さなコーナーの中に魅力の詰
まった書架づくりを心がけています。

岐阜市立図書館には、ファッションの情報を集約した “ファッショ

ンライブラリー” があります。せんいのまち岐阜のファッション

文化を盛り上げるため、さまざまな取り組みをしています。

柳ヶ瀬のお店を紹介した
り、ハンドメイド作家を
取材し、情報を展示した
こともあります。
ビジネスチャレンジ支援
相談窓口（火・木開催）
ではものづくりに関する
相談も受け付けていま
す。ぜひご活用ください。

ファッションに関するさまざまな情報を得られる専門図書館です。市内の
大学や専門学校、高校等と連携してワークショップやファッションショー
を開催しています。（コロナ禍の状況を受け、現在休館中です）

ファッションと岐阜のあゆみ

岐阜繊維問屋街のはじまり

戦後、中国北部（満州）のハルピンなど
から引き揚げてきた人たちが、岐阜駅前
に商店街を建設しました。ハルピン街と
呼ばれ、衣食住を確保するために宿泊所
や飲食店を作り、古着などを売っていま
した。やがて一宮や羽島などから布を仕
入れて既製服を作るようになり、繊維産
業が盛んになっていきました。当時は衣
服が足りず、作れば作るほど売れました。

昭和30年ごろから経済成長が始まり、
衣服もデザインや素材の良さが求められ
るようになりました。岐阜では、柳ヶ瀬
で日本初の既製服の大規模な展示会「第
１回岐阜メード展」が開かれました。や
がて展示会は県外でも開かれるようにな
り、日本各地に広がっていきました。オ
イルショックを乗り切った後、ヨーロッ
パともファッションを通じて交流するよ
うになりました。企業は海外に工場を作
り、問屋街には海外からもバイヤー（買
い手）が訪れました。

問屋街では年に4回せんい祭が開催され、
一般向けに婦人服や紳士服、礼服、雑貨
などを販売しています。2020 年の夏に
は、問屋街のビルの南側壁面に大きな
ウォールアートが誕生し、2021年3月に
完成しました。爽やかな空や海が描かれ、
レトロな雰囲気から明るくポップなイ
メージへと変わっています。柳ヶ瀬では
ハンドメイドコンテストが開催された
り、毎月サンデービルヂングマーケット
（手作り市）が開催されています。

ファッションの街ぎふ 発展

いまの活動

服飾史
世界や日本の

伝統衣装や民族衣装

デザイナーズ
ブランド

有名なデザイナーの
よく見かける
ブランドも

染織 織物など
ししゅう小物や

服飾デザイン・パターンの
本もあります

雑誌

専門誌

海外ファッション雑誌

i－D /ヴォーグ（UK・US・
イタリア）/Esquire/
エル UKなど

海外ファッション雑誌

i－D /ヴォーグ（UK・US・
イタリア）/Esquire/
エル UKなど

国内ファッション雑誌

エルジャポン /エルデコ /
ヴェリィ /ヴォーグジャパ
ン /美しいキモノ /クレア

など
ファッション専門誌

gap KiDS/gap PRESS
（プレタポルテ /MEN）/
マイユマイユなど

ファッションチャンネル
ニュース /ファッション
ニュース・エクスプレス

を放映

テレビ放映
ファッションショーを
月替わりで放映

素材集

CD・DVD付きの
素材集を貸出

ファッション
関連の資料

北欧やゴシックロリータ系など
幅広いジャンル

ビジネス支援コーナーで
企業やアパレル業界の
仕組みなど、ビジネスに

特化した資料

岐阜市立図書館　分館・
ファッションライブラリー（休館中）
JR岐阜駅　高架下
ハートフルスクエアーG  1 階

ハンドメイド
作家関連

作家になりたい方、
応援します

靴の歴史や文化史、歩きやすい
靴の選び方など、靴にまつわる
あれこれがつまった展示です。

シビックプライドライブラリー手前
壁側の本棚です

開館したら

ぜひ

ご来館ください

こんな資料を集めてい
ます

こんな資料を集めてい
ます

本のラベル
数字の先頭に
「FL」が
ついています

中央図書館 ファッションコーナー中央図書館 ファッションコーナー

た
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ま開催中

！
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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

図書館が休館していると
き、司書さんは何をして
いるの？と聞かれること
があります。例えば破れて
読めなくなってしまった本
の修理。複雑な修理が必要
な本やとても古い本の修
理は時間がかかり、普段
はなかなか手を付けるこ
とができません。傷ついた
本にじっくりと向き合い
丁寧に修理をしています。
また、新しい展示の製作も
進めています。利用者のみ
なさんが図書館を久しぶ
りに訪れたとき、新しい
本との出会いにウキウキ
してもらえるように、皆
で相談して工夫を凝らし
ています。

8月20日から始まった臨
時休館中の図書館の様子
を紹介します。本の返却
と予約図書の受け取り以
外の利用者がいない図書
館は、普段とは比べ物に
ならないくらいひっそり
としています。自分で本棚
から好きなように本を選
びたい、という声もよく
聞きます。図書館で過ご
す時間を楽しみにしてく
ださっている方に対して、
利用していただけないと
いうことは司書としてと
てももどかしく思ってい
ます。

今秋にはショートショート
発表会や秋の読書推進イベ
ント、ライブラリークラブ
の読書会など、みなさんに
楽しんでいただけるイベン
トを実施することができそ
うです。生き生きとした交
わりやたくさんの人の笑顔
があふれる図書館であり
続けるために、休館中でも
歩みを止めずにいたいと
思っています。皆さんにお
会いできるのを楽しみにし
ています。

歩みを止めずに

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　

子ども司書

4期生

（鏡島小 6年生）

日常生活の中で生まれるさまざまな疑問。

どうやって解消していますか？

本を開けば答えがみつかる！

さまざまな学者の視点から書かれた私た

ちに身近な “時間”の謎にせまる本です。

「未来や過去へのタイムトラベルは可能

なのか」「楽しい時間があっという間な

のはなぜか」疑問に思う謎が、短い文と

シンプルなイラストで描かれています。

ぜひこの本を読んで充実した時間を過ご

してください！！

子ども司書とは？

岐阜市立図書館が認定した、本と人を結ぶ子ど

もたちのリーダーです！2015年から 6年間で

12０名が誕生しています！

ニュートン式 超図解

最強に面白い !! 時間

二間瀬 敏史  石田 直理雄／監修

ニュートンプレス

分類：YA 421.2/ サ

がご紹介します！

アンパンマン

※10 月13 日（水）～15 日（金）の間、長森図書室
　 は蔵書点検のため休館します

※10月5 日（火）～7日（木）の間、分館 は蔵書点
　 検のため休館します

長森図書室 蔵書点検

分館 蔵書点検

子ど
も司
書がえ

らぶ

学ぶ学ぶ読書
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芸術の秋
天才たちをみつめて

分館が

ハタチになります！
天才たちの日課
クリエイティブな人々の必ずしも
クリエイティブでない日々
メイソン・カリー／著　　フィルムアート社（702.8 ／カ）

天才といわれる人々の日常を淡々と書き綴った本。凡人には到底理
解できない習慣をもっていた人もいますが、多くの人が私たちと同
じような日常の中で、素晴らしいものを生み出していることを教え
てくれます。

【電子書籍】
建築家ル・コルビュジエの教科書。
世界の建築・デザイン界に最も影響を与えた巨匠のすべて。
マガジンハウス（電子図書館）

東京、上野にある国立西洋美術館を含む 17 もの建造物が世界遺産
に登録されている２０世紀を代表する建築家です。この本を読んで、
ル・コルビュジエの人となりやその建造物に触れてみませんか。

【新着図書】
覆面アーティスト　バンクシーの正体
WHO IS BANKSY?
毛利嘉孝／監修　　　宝島社（723.3 ／フ）

壁に描かれたスプレーの落書きを見たことがありますか？それを
アートに変えたストリートアーティスト、バンクシーの正体に迫り
ます。さて、彼は天才でしょうか？それとも…？

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

流浪の月
凪良 ゆう／著　　東京創元社　　Fナギ

「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

おすすめ 本

分館 NEWS
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55

お探し物は図書室まで
青山 美智子・さくだゆうこ・小嶋淑子／著　ポプラ社

あと14分歩くと健康になる
あなたの体が変わる「正しい歩き方」
君塚 正道／著　　主婦と生活社

エッセ史上最強！つくりおき大全
ESSE 編集部　　扶桑社

“自分を磨く” 一日 24時間
井上 和子／著　　三笠書房

30前後、やや美人
岸本 葉子／著　　文藝春秋

1

2

3

4
5

予約

電 子 書 籍紙の書籍

中央図書館 NEWS

自分との共通点が見つかると嬉しかったりします。

個人的にはレマン湖畔の小さな家に惹かれます。

バンクシーの作品創作意図を、私たちも考えてみましょう。

みなさんの力作を読みながら、
中高生時代に自分自身が置き
忘れてきた大事なものたちを
ひとつずつ思い返すような気
持になりました！

コロナ禍で私たちの生活は一変し、他人と非接触での行動が中心になりまし

た。経営者の方々もその例外ではありません。店舗販売からネット販売へ、

SNSでお店の PR など、ネットを使った情報発信へとシフトしているお店が

増えています。図書館のビジネス支援相談窓口でも、経営上必要になったパ

ソコンやネット利用に関する相談が多くなっており、ビジネス書のほか、パ

ソコンやネット関連の参考資料を提供しています。

なかなか外出が出来ない今、好きな本を
たくさん読んだり、親子やきょうだいで
読みっこをして過ごしているのでは。た
まには気分を変えて、おうちで図書館み
たいなおはなしかいを開いてみません
か？時間は 15 分から 20 分。進行役や
読み手を決めて。自分でチラシを作って
も楽しいかも。実は図書館は読む順番に
も工夫して始まりから終わりまで組立て
てプログラムを作っているんですよ。お
はなしかいをずっとお休みしている分館
では、季節のプログラムを配布していま
す。ぜひ参考にしてください。

未来の書き手を育てたいという思いから始まった “ぼくのわたしのショートショート発
表会” は開館当初から続く図書館の人気イベントで、今年で 7 回目となります。今年
集まった作品総数はなんと162！岐阜県内にとどまらず、全国各地の中高生たちから
手に汗握る戦争モノ、甘酸っぱい学園モノ、異世界を旅する SFモノなどなど、珠玉
の力作が集まりました。どの作品からも中高生たちの熱量が伝わってきます！この中か
ら朝井リョウさんが選ぶのはどんな作品なのでしょうか。新たな歴史の1ページをぜひ
見届けてください。

ぼくのわたしの
ショートショート発表会

観覧者募集！

ぼくのわたしの
ショートショート発表会

観覧者募集！

分館では秋の読書週間にあわせ、10月20日（水）
～11月8日（月）まで図書館まつり2021「分館
成人式～ハタチになります～」（企画展示）を
開催します。分館は 2022 年 1 月で開館20周
年を迎えます。
20年前のベストセラー、デビュー20周年の作
家、20 歳が主人公など 20年をキーワードにし
た資料を紹介します。みなさんからのメッセー
ジを飾り付けたバースデーケーキも飾ります。
ハタチになった分館を共にお祝いしましょう。

いつもご利用ありがとうございますいつもご利用ありがとうございます

朝井リョウさんのファン歴
１０年以上！今年初めて
念願のショートショート

発表会を担当！

司書 T さん

作品を読んだスタッフのからのコメント

中高生たちの「本が好き」「書
くことが好き」という想いが
伝わる素敵な作品がここに集
結！７年目の「ぼくわた」で
何かが起こるはず。

第1回からずっとこの大会で
中高生たちを励まし、
見守ってきました

図書館勤務 1年目の事務職員
新鮮な目で

1作 1作読みました

YA担当

レッドさん

中高生の創造力と表現力に驚
きました。彼らが描く162の
世界に、感情を揺さぶられっ
ぱなしでした！

ショートショート担当職員

M さん

日　時：2021年10月 31日 ( 日 ) 13：00～ 14：40
場　所：みんなの森ぎふメディアコスモス　みんなのホール
出　演：作品を発表する学生＆朝井リョウさん
定　員：会場／70名、Zoom／ 400名
申　込：9月 23日（木・祝）から受付開始（先着順）。1組 2名まで応募可能。
　　　　イベント名、名前、電話番号、人数、観覧方法（会場・Zoom観覧）を明記の上、
　　　　お申し込みください。観覧方法によって受付が異なりますのでご注意ください。

　　　　＊会場観覧：電話、Ｅメール、直接中央図書館窓口へ。
　　　　＊Zoom観覧：Eメールのみ。

おうちでおはなしかい

ビジネスチャレンジ 相談例ビジネスチャレンジ 相談例

パソコンに苦労している経営者のみなさまへ

祝 20
周年

応募状況や詳細は中央図書館にお問い合わせください


