秋の図書館
イベント

0分

（午後 2

時開場）

Take free

秋も深まる 11 月。

中央図書館では、子どもから大人まで
楽しめるイベントを開催します。

注目のイベントを３本ご紹介します。

要申込

るさと』
映画『ふ
ション
ークセッ
上映＆ト
（土）
11/10 日 〜 6 時
3
午後 2 時

揖斐川の上流部にある、徳山村が
徳山ダムの建設でやがて湖底に沈
みゆこうとしている姿を描いた、
映画『ふるさと』を上映します。

岐阜市立図書館だより

（水）

午

30 分〜正

２０１8 年１１月号

小澤 俊夫さん

小澤昔ばなし研究所
所長

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。児童編では、講師に口承文芸の専
門家の小澤俊夫先生をお招きします！

みなさんも、よく知っている昔話の特
徴や作品の解説から、子どもの成長と
は何かを一緒に考えてみませんか？

えほんフェ

申込不要

2018

よう！〜

世界一周し

〜えほんで

平方 浩介さん（児童文学作家）

みんなの森 ぎふメディアコスモス
１階 みんなのホール

要申込

てカフェ

本 de 子育

〜児童編〜

る
教えてくれ
昔ばなしが
長
子どもの成

11/28 日

午前 10 時

みんなの森 ぎふメディアコスモス
１階 かんがえるスタジオ

「昔ばなし大学」を全国で開講し、昔
話のあり方や子どもへの語り方を伝え
るとともに、昔話の再話の指導も行っ
ていらっしゃる小澤先生。

上映後はこの映画の原作者・児童文学
作家の平方浩介さん、写真家・映画監
督でダムに沈む徳山村を撮り続けた
大西暢夫さんと、図書館長の 3 人が
「土に根ざすもの、風景の記憶― 徳山
村が残したもの ―」と題して、過去
から未来へつなぐ熱いトークセッショ
ンを繰り広げます！

スティバル

映画『ふるさと』上映
午後 2 時 30 分〜4 時 15 分
トークセッション
午後４時 30 分〜6 時

（日）

・４
土・祝）

11/３日（

出演者

大西 暢夫さん（写真家・映画監督）
吉成 信夫（岐阜市立図書館館長）
監督：神山 征二郎 （1983 年公開）

「徳山村とイベント出演者の紹介」
展示

ワークショップ「紙皿で楽器をつくろう！」

紙皿やペットボトルのフタを使って「でんでんだいこ」や「カスタネット」を
つくろう！好きな絵を紙皿に描いて自分だけの楽器がつくれるよ。つくった楽
器を 4 日（日）のスペシャルおはなし会に持ってきて、みんなで演奏しよう！
11 月 3 日（土•祝）、4 日（日）午後 1 時〜 2 時
児童のグローブ
☆だれでも参加できます！（3 歳以下は保護者同伴）

スペシャルおはなし会「せかいのめいさく おはなし会」

世界で有名なお話をみんなはどれだけ知っているかな？エプロンシアターや
ワークショップの楽器で演奏など、いつもとちがったおはなし会です！
11 月 4 日（日）午後 2 時〜
親子のグローブ
☆だれでも参加できます！

イベント開催に先立ち、中央図書館のエント
ランスグローブにて、映画の舞台となった徳
山村とイベント出演者の関連本を展示してい
ます。（11 月 10 日まで）

展示「えほんでせかいいっしゅう！」

世界中の絵本をあつめました！ぐるりとまわると地球を一周できるかも！？
11 月上旬まで
児童のグローブ

皆様にはご不便をおかけ
して、申し訳
ないです！

レンス
レファ
もの
「調べ
い。」
お手伝
本の探し方（その１）
蔵書検索機（OPAC）
で読
みたい本を見つけたけど場
所がわからない…。
そんな
時は検索結果の「背ラベル」
という項目に注目！
図書館の本の背に貼ってあ
る２段の枠が背ラベルです。
背ラベルは「上段が分類番
号の数字順」
＋
「下段が著者
やタイトルの五十音順」
に並
んでいます。
上段の一番左の数字は棚に
も書かれています。
まずは、
その数字の棚まで行きます。
すると、棚の側面にさらに詳
しく数字が書かれています。
それを頼りにその数字の棚
や本を見つけます。
あとは、
ア行から五十音順
に並んでいますので、
お探し
の本は見つかるはずです！
他にも図書館の本の並び方
にはいくつか法則がありま
すので、詳しく知りたい方は
中央図書館のレファレンス
カウンターの西側にあるパ
スファインダー「本の分類
について（ラベルの見方）」
を参考にしてみてください。

そうなんだよね。分館と
図書室が順番に蔵書点検
に入るからね。

あ、
蔵書点検の準備、
お疲れ様です。

本の場所や
紛失を点検
する大事な作業ですね！

本の返却は
ブックポスト
がありますので
どうぞご利用ください♡

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

本
ブックポスト

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

岐阜市立図書館
編集後記：11 月は、分館と柳津図書室が臨時休館
します。ブックポストには、CD、DVD の返却はでき
ませんのでご了承ください。

映画の元になった小説を
書かれた平方浩介さんは、
岐阜が生んだすぐれた児
童文学雑誌「コボたち」
の編集に長らく携わって
いらっしゃった方です。
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分館 工事のため休館
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分館 工事のため休館

柳津図書室 蔵書点検のため休館
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柳津図書室
工事のため休館

NOV

フッ
これでよし。

アニキー。

ケース

このお二人が、徳山村に
これほど深い関わりを長
い間持たれていることを
私は恥ずかしながら岐阜
に来るまで知りませんで
した。

また、徳山村に関わる本
や写真集も当館には所蔵
がございますので、これ
を機会にぜひご覧下さい。
映画の素晴らしさはもち
ろんですが、土に根ざし
て生きることの豊かさ、
そこに息づいていた豊か
な暮らしの記憶のことな
どをお二人に伺ってみた
いと思っています。

暮らしの記憶

…全館休館日

ハッ

動くな

今月、映画『ふるさと』 また、大西暢夫さんは、
の上映とトークセッショ 障がいをもつ方々の表現
ンを開催することになっ するアールブリュット
たのですが、ひとの出会 （生の芸術）や東日本大
いや縁がつながってこの 震災の写真展にお伺いし
ような企画が生まれたこ た折に話が止まらなくな
とをみなさまにお伝えし るほど聴きたいことがあ
ると思わせる方でした。
たいと思います。
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…図書室休館日
…中央•分館•柳津開館

厳

な
重そう

よっこ／作
Take free

NEWS LETTER

休館日の
お知らせ

岐阜市立図書館だより

gifu city library

２０１８年１１月号

Take free

岐阜市立図書館だより

2018

11

２０１８年１１月号

Take free

イベント
11/17
（土）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

人権イベント
発達障がいってなに？〜カラフルな人たち〜
発達障がいの基礎知識や身近にいる色彩多様な人たちを紹介し、相談員として母
としての観点から行動の裏に潜む「実は……」を解説します。

午後１時半〜３時
場 所：中央図書館 南東読書スペース
講 師：岡田 宏子相談員（岐阜県発達障害者支援センターのぞみ）
定 員：２０名（要申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付。

12/1
（土）
分館

12/1
（土）
中央

中央

３
※日間のうち都合の良い日

12/3
（月）
12/4
（火）
12/5
（水）
中央

両
※日参加

12/8
（土）
12/9
（日）

２０１8 年１１月号

起業や事業拡大に必要な資金調達のためのアドバイスを希望する方を対象に、
金融機関の融資担当者と個別相談会を開催します。
図書館司書が同席し、事業に役立つ資料の案内も行います。

午後２時〜・３時〜

（1 人 45 分程度）

相談員：日本政策金融公庫 岐阜支店 融資担当職員
場 所：分館 ミーティングルーム
定 員：２名（要申込・先着順）
相談料：無料
申込み：11 月 25 日（日）午後 8 時まで、中央図書館・分館の窓口、電話、ＦＡＸ、
Ｅメールにて受付。ＦＡＸ、Ｅメールの方は件名に『資金相談会希望』、氏名、住所、
電話番号、性別、年齢、具体的な業種、起業の状況と時期 ( 予定 ) を明記。

花とミツバチと太陽がくれた薬
前田 京子／著

マガジンハウス

薬になるはちみつは
美味しい。

からだ想いのおいしいスープ

出す、温める、めぐらせる
からだすっきりデトックススープ 98 品
学研プラス

596 イ

3 つの要素「出す、温める、めぐらせる」を、手に入りやすい食材で作
りだすスープのレシピ本です。栄養満点なスープを食べて、小さな不調
から少しずつ解消していきませんか？

デトックススープで
すっきり！ !

【新着図書】

がんばらないストレッチ
自律神経をラク〜にゆるめる
田川 直樹／著

主婦の友社

492.7 タ

体の特徴を「交感神経優位タイプ」と「副交感神経優位タイプ」に分け
効果的に自律神経を整えて不調を解決する、一動作約 1 分のストレッチ
が紹介されています。題名通り簡単に時間をかけずにできるストレッチ
を行って、病気に負けない体力をつけませんか？

この動作で
だるさが改善。

愛なき世界

みんなの広場 カオカオで、科学館の天体望遠鏡を使った天体観望会を開催します。
開催時間内は自由に参加できます。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

三浦 しをん／著

※曇雨天など悪天候時は中止。

クリスマスのおくりもの

池井戸 潤／著

内館 牧子／著

川口 俊和／著

午後 5 時 30 分〜 7 時 30 分

本を介して人々が出会い交流する小さな私設図書館「まちライブラリー」は、だ
れでもオーナーとして始めることができます。「まちライブラリー」を作ってみた
い方も、ちょっと興味があるという方も、どなたでもご参加ください。

8 日（土）午後 2 時〜午後 4 時
9 日（日）午前 10 時〜午後３時
（正午から１時間、昼休憩あり）

場
講

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
師：礒井 純充さん（まちライブラリー提案者）
吉成 信夫（岐阜市立図書館館長）
定 員：15 名（要申込・先着順）
※受講者には、岐阜市立図書館発行「まちライブラリアン認定証」を授与。
申込み：中央図書館の窓口、または電話、E メールにて受付。

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

F ミウ

講談社

F イケ 3

F ウチ

コーヒーが冷めないうちに

本を選んで包む人を大募集！
図書館の蔵書の中からお薦めの本を選んで、プレゼントのようにラッピング。
コメントを添えて借りてほしい想いを伝えます。

まちライブラリアン養成講座

小学館

すぐ死ぬんだから

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

場 所：中央図書館 つながる読書のへや
対 象：小学生以上（小中学生は保護者同伴）
定 員：20 名（要申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口、または電話、E メールにて受付。
展示「クリスマスのおくりもの」
ラッピングした本は、12 月 11 日（火）〜 24 日（月•振休）まで、中央図書館
展示グローブにて展示・貸出します。

中央公論新社

下町ロケット⑶ ゴースト

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなの広場 カオカオ
見られる天体：アルマク（アンドロメダ座の二重星）、
プレアデス星団（おうし座の散開星団、別名称：Ｍ45、すばる）、火星（惑星）
申込み：不要

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）

498.5 マ

私たちの身近にあるはちみつ。抗菌、抗炎作用、免疫機能アップに役立
つはちみつ。本書は、薬になるはちみつの条件や選び方、効用が詳しく
書かれています。また自分で作れる「はちみつ内服レシピ」も紹介。病
気予防のためにもはちみつを生活に取り入れてみませんか？

みんなの森の天体観望会

午後６時〜８時

病気に負けない身体づくり

はちみつ日和

石澤 清美／著

ビジネス支援資金相談会

本

201８年 9 月 11 日〜
2018 年 10 月 10 日

展示

サンマーク出版

ブロードキャスト
湊 かなえ／著

KADOKAWA

PICK UP

メディコス商店街がリニューアルしました！
児童エリアの本棚に「メディコス商店街」があるのを
知っていますか？この夏にはパン屋に宅配便に宝石屋
など新しいお店が新たに仲間入りしました。そのうち
の１つ「観光案内所」からは岐阜城が見えますよ。
メディコス商店街の郵便ポストに手紙を出すと、カン
チョーや司書さんたちからお返事が届きます。

長良図書室

NEWS

毎月変わる壁飾り ! & 寄贈図書のお知らせ
利用者さんはもちろん、司書の私たちも楽しみにしている毎月
の壁飾り！ 10 月の壁飾りは、とびっきりのハロウィンでした！
不思議で妖しく美しく、そしてとっても楽しい、見る者をワク
ワクさせるものでした。毎月趣向を凝らした壁飾りを作ってく
ださるボランティアさんに大感謝！です。
また、濃飛倉庫運輸
（株）
様より、
「はたらくくるま」や「のりもの」
の本など、児童向け 160 冊、大人向け 30 冊の計 190 冊を寄
贈して頂きました。ぜひ皆さん、長良図書室に来てくださいね！

F カワ

F ミナ

