
読

週刊少年ジャンプ黄金期作品群の１つ。謎の美人３姉妹、

奇想天外な盗み技、刑事との恋、とスリリングな展開が

女子心を鷲掴み。この作品をきっかけに学校の狭い世界

から外へと行動範囲が広がりました。好きなことに夢中

になることは、学校での苦しい時間から逃れる救いに

なっていました。

この本は、つばさ君と認知症のおばあちゃんのお話
で、私が小学 2 年生の時に出会った本です。私に「だ
いじょうぶ」という言葉の優しさや、おばあちゃん
と過ごす時間の大切さを教えてくれたので、「あり
がとう」と伝えたいです。

モモはここぞというタイミングで読み返している作品です。時間
というのが大きなテーマの作品ですが、自分がどんなことを大
切に思うか？相手がどんなことを大切に思うか？と考えさせられ
ます。これからも長く読みたい作品です。いつもありがとう。
これからも何度でも読ませてください。

ダムに沈んだ徳山村に戻ってきたジジババたちに会い
たくて、このムラに通ったカメラマンの珠玉の写真集。
頁を開くとここで暮らすひとたちはいきいきと働き、
みな笑っている。毎日が違っていて新しい。ひとは何
ものかに生かされているのだ。大切なものは山村の慎
ましい暮らしの中にある。

書週間の
始まっています

今年度の標語 悩んだ時にヒントをもらったり、登場人物の台詞に
救われたり、行動するきっかけをもらったり...
本に「ありがとう」と伝えたくなることがあります。
読書の秋、あなたにも図書館で素敵な本との
出会いがありますように。

読書週間って？

10/27   11/9

終戦後の１９４７年（昭和２２）年、戦争の傷痕が残るなか「読書の力によって、平和な文化

国家を作ろう」という決意のもとに開催されました。第１回の反響が大きく、2 回目以降は文

化の日を挟んだ２週間で開催されています。今年で 76 回目！初日の１０月２７日は、「文字・

活字文化の日」に制定されています。

「この一冊に、ありがとう」

司書

『キャッツ・アイ』

『おばあちゃんは木になった』

『ばあばは、だいじょうぶ』

『モモ』

北条 司 / 著

ポプラ社

集英社

童心社

大西 暢夫 / 著

楠 章子 / 著

ミヒャエル・エンデ / 著　岩波書店 Sさん
子ども司書

ぎふメディアコスモス総合プロデューサー

ぎふライブラリークラブ

吉成P

T

Tさん

さん

あなたの

を

伝えたい一冊、教えて！

「ありがとう」「ありがとう」
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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

2022

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
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編集後記：方言、無意識に使っているので、相手に
通じなくて初めて気づいたりしますよね。私は関西
弁に憧れています。（悠）

岐阜弁にきゅんきゅん

私が買うの？どこで？」と
頭の中が「？」でいっぱいに。
また同僚と書架の整理を
していたとき、彼女が「こっ
ちの棚はきゅんきゅんに
なってまったから少し隣に
移動しようか」と私に提案。
【いっぱいにつまっている状
態】を東海地方では「きゅ
んきゅん」というそうなので
すが、【恋をして胸が苦しく
なったりときめいたりする
状態】だと思っていた私は
これも「？」でした。

逆にずっと岐阜弁に慣れ親
しんでいるひとにとっては、
「え、これって方言なの？」
とびっくりすることもあるよ
うです。

「岐阜弁」、しゃべっていま
すか？大阪出身の私の岐阜
弁に対する第一印象は、「関
西弁っぽい」でした。岐阜
に来て間もないころは家族
や同僚が「なぜかエセ関西
弁をしゃべっている」こと
が気になって仕方なかった
のですが、それが実は “岐
阜弁” だったのです。

でも語尾やイントネーショ
ンは似ていても細かい言葉
はやっぱり全然違っていま
した。イベント会場のスタジ
オの鍵を渡され、「鍵かって
返しておいてくれる？」と
言われたときは「ここにあ
るのに買って返すの？

毎日話しているのに、知らな
いことや発見がいっぱい。
奥が深くって面白い。そんな
『岐阜弁』を図書館内を歩き
回りながら家族で楽しめる
クイズラリーを11月3日（木）
の「ゆったりカルチャーマル
シェ」で行います。事前申し
込みは不要ですのでお気軽
にお立ち寄りください。
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イベントの前に、子ども司書がインタビューし
ました！その様子もブログで紹介しています。

角野 栄子

と角野さん 図 書 館

かど　  の　　  えい　  こ

さん

子どもの宇宙とファンタジー
－文学の紡ぎ方－（2017 年）

岐阜市立
図書館

出会ったと

イベントのゲストとして

訪れた “ひと” をご紹介！

代表作「魔女の宅急便」は、舞台やアニメー
ション・実写映画にもなり、国内外で広く
愛されています。

児童文学作家

図書館ホームページで当時の
ブログを読むことができます！→

岐阜市立中央図書館開館2 周年記念イベント

ととひひ

素敵な色使いでご自身の周りを彩り、
童話の中の世界を体現したような
暮らしをされています。
カラフルな眼鏡やネックレスが
とてもお似合いです！

著 紹書 介

『イコ トラベリング 1948 ー』 KADOKAWA

戦争の傷痕が多く残る終戦後の日本で、「ひ
とりでどこかへ行きたい」と強く願う少女

「イコ」。広い世界へ飛び出すチャンスをつ
かめるのか ... ! 既刊「トンネルの森 1945」
で戦争の日々を生き抜いたイコの、その後
を描いた物語です。

NEW
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神社を訪れよう

神社のどうぶつ図鑑
茂木 貞純／監修　二見書房（175.9 ／ジ）

全国の神社で神の使いとして祀られている様々な動物と、それらの
由来やご利益を豊富なイラストと共に紹介しています。意外な動物
に驚かされますよ。神社を訪れる際には、ぜひ探してみてください。

神社語辞典
本村 のり子／著　小野 善一郎／監修　誠文堂新光社（170.4/ モ）

神社、神道に関する言葉 600 語以上を収録。簡潔に分かりやすく解
説しています。基礎知識や主な神様の系図、古事記の漫画も必見で
すよ。これを読めば神社参拝がより楽しくなるはずです。

【新着図書】

神職怪談
正木 信太郎／著　イカロス出版（147／マ）

神社のような神聖な場所で、怪異など起こるのでしょうか？怪談師
である著者が神職の方に取材を行い、神社にまつわる怪異譚を集め
た一冊。神社の特定を避けるため匿名ではありますが、実話ばかり
です。

最新の申し込み 状況は
中央図書館まで！

あなたの好きな動物もいるかも？

岐阜県の話も収録しています。

おすすめ

国立国会図書館の「個人向けデジタル化資料送信サービス」をご存じでしょうか。国立国会

図書館デジタルコレクションで提供している資料の一部を、利用者のパソコンなどを用いてイ

ンターネット経由で閲覧することができるサービスです。古い年代の情報をお探しの方は「国

立国会図書館オンライン」（所蔵資料検索）と合わせて利用してみてはいかがでしょうか。ただ、

国立国会図書館の利用者登録を行う必要があり、申請手続きに日数がかかります。また、印

刷はできません。印刷を希望される際は、岐阜市立中央図書館で有料で印刷できる場合があ

りますのでご相談ください。

国立国会図書館個人向け

デジタル化資料送信サービス

イベントイベント中央

英語多読入門講座　〜多読の世界に飛び込もう〜

「ぎふべん」クイズラリー　
中央図書館の中をまわって方言クイズに答えよう！
6 つのチェックポイントの「ぎふべん」、キミはわかるかな？

メディコスで、マルシェやトークセッションなども開催しますよ！

日　時：令和4年 11月 3日（木・祝）午前10時～午後 4時（最終受付：午後3時 30分）
場　所：ぎふメディアコスモス1階　みんなの広場カオカオで受付
申　込：不要　会場の受付へ直接お越しください。

柳津

最近、めっきり寒くなってきましたね。
とっても空気が澄んで、星がきれいに
見える季節になってきました。今回は
そんな季節にぴったりのコーナーを紹
介します。

神社のことをもっと知りたい方へ

本本

図書館ビジネス支援セミナー実践編

届けたい人とつながる～ＰＯＰとＳＮＳ

ビジネス支援資金相談会を開催します

ブラックボードＰＯＰ

さかだちブックスと学ぶ、ＳＮＳでの情報発信

時　間： 午後 1時 ～ 4 時
場　所： ぎふメディアコスモス1階　かんがえるスタジオ
定　員： 各回 10名（事前申込・応募者多数の場合は先着順。連続での参加もＯＫ）　
申　込： 中央図書館窓口・電話・ FAX・ E メールにて受付

開催日： 1回目　12月3日（土）　11月 11日（金）～11月 27日（日）まで受付
　　　　（2回目は 2月に開催）
時　間： ①午後２時～　②午後3時～　③午後4時～（1回 45分間）　
場　所： ハートフルスクエアG 2 階　研修室30（JR岐阜駅構内）
定　員： 各日 3名（先着順）　
申　込： 中央図書館または分館の窓口・電話・FAX・ E メールにて受付
※FAX・Eメールの方は「件名に『ビジネス支援資金相談希望』、本文に名前、住所（市町村
　まで）、　電話番号、年齢、ご希望の相談時間・業種・起業の状況と予定時期」を　明記して
ください。

日　時： 令和 4年 11月 27日（日）　午後2時～ 4時
場　所： ぎふメディアコスモス1階　おどるスタジオ
講　師： 西澤 一さん（豊田工業高等専門学校名誉教授・国立高等専門学校機構所属）
　　　　※講師はオンラインで出演します
定　員： 25人（先着順）
申　込：岐阜市立中央図書館窓口・電話にてお申し込みください。

※Eメールの方は「件名に『ビジネス支援セミナー』、本文に名前、住所（市町村まで）、　
　電話番号、年齢、起業する業種、参加希望回」を明記してください。

新型コロナウイルス感染症対策のため入場時の検温、アルコール消毒ご協力をお願いいたし
ます。体調がすぐれない方、対策にご協力いただけない方のご入場をお断りすることがあり
ます。また、状況により開催を中止する場合があります。

第1回
11/11（金） 講師：ＰＯＰ高山代表、ＰＯＰ広告専門家　高山 マサエさん

ｗｅｂ集客―ＳＮＳでファンづくり―集客のためのブランディング講座
講師：岐阜県よろず支援拠点コーディネーター　山口 仁美さん

講師：株式会社リトルクリエイティブセンター　臼井 南風さん
第2回

11/16（水）

第3回
11/18（金）

柳津図書室では現在、大型展示コーナーで「天体観測」の展示をしています。星の見方、天体
のふしぎ、星座にまつわる神話の本などがそろえてあります。星を見ながらキャンプをするお
話やお月さまの絵本も置いてありますので、ご興味あればぜひ手に取って見てみてください。
これらの本を参考にしながら、実際に天体観測してみてはいかがでしょうか。

星を見上げてみよう

NEWSNEWS

調べものお手

伝
い

BESTBEST 55予約

いますぐはじめて一生役立つ
お金の教科書
横山 光昭 ／著　　インプレス

知識ゼロですが、つみたてNISAと
iDeCoをはじめたいです。
横山 光昭 ／著　　インプレス

ことりっぷ 滋賀
近江八幡・彦根・長浜
昭文社／編集　　昭文社

ことりっぷ 京都
昭文社／編集　　昭文社

マンガと図解でよくわかる
つみたてNISA＆iDeCo＆ふるさと納税
ゼロからはじめる投資と節税入門
酒井 富士子／著　　インプレス
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黒牢城
米澤 穂信／著　　KADOKAWA　　 F ヨネ

ハヤブサ消防団
池井戸 潤／著　　集英社　　 F イケ

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

マスカレード・ゲーム
東野 圭吾／著　　集英社　　Fヒガ

おいしいごはんが食べられますように
高瀬 隼子／著　　講談社　　 F タカ

1

2

3

4

5

電子書籍紙の書籍

12月

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５
TEL：058-262-2924
分館　岐阜市橋本町 1丁目 10-23 ＪＲ岐阜駅
　　　東高架下ハートフルスクエアー G1階

Ｅメール
moushikomi@gifu-lib.jp
（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ. ジェイピー）


