岐阜市立図書館だより

Take free
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こんにちは！
わんこカートきららです。

きららは、
子どもたちに本の楽しさ、
面白さを伝えたくて …

休館日の
お知らせ

NEWS LETTER

…図書室休館日
…全館休館日

行ってらっしゃい。

メディコス

小学校へ読み聞かせに
行ってきまーす！
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編集後記：西部図書室と長良図書室は、蔵書点検の
ため休館します。休館日をご確認ください。

きららー、
帰るよー！

岐阜市立図書館

小学校に
行きたいな！

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

岐阜大学
大西先生

『水蒸気』 って何だろう？
空に浮かぶ雲をペットボト
ルの中に作ろう！

ペットボトルにエタノールを入
れ、ポンプで空気を送ります。
ポンプから手を離すとポンっと
図書館大好きなみなさんによる市民グループ、 いう音とともにペットボトルの
「ぎふライブラリークラブ」。本を通じて人と
中に雲が！
まちをつなぐ企画が続々登場しています！
今月は 5 月に生まれたばかりの 2 つの新企画
をご紹介します。

科学する絵本

『地球を旅する
水のはなし』
大西

健夫・

龍澤

彩／作

曽我

市太郎／絵

福音館書店
高い空からやってきた雨。屋根や葉っぱや傘
の上でとびはね、壁や木の幹をつたって地面
へと落ちていく水。空気にとけ、水蒸気とな
る水。この水はどこへいくんだろう？
空から地上へ、地上から空へと旅する水の話
に子どもたちは興味津々…。
会場には日本画家の曽我 市太郎さんが描か
れた絵本の原画展示もありました。

実験②

水の動きを見てみよう！
2 つの水槽のうち１つは常
温の水。 もう１つには氷を
入れて冷やします。 同時
にインクを垂らすとどうな
るでしょう？

常温の水は軽いため、インクは
横に広がります。一方氷で冷た
くなった水は重いので、インク
は一直線に水槽の下の方へ落ち
るのです。

実験③

「雨が降る」 ってどういう
こと？水が地球をめぐる様
子をバーチャルに体験して
みよう！

砂場の上に設置された投影機の
下に手をかざすとモニター上に
雨が降り、水が流れて山が崩れ
る様子が映し出されます。一人
一人が地球に雨を降らす神様の
気分で投影機に手をかざし、水
の流れを体感しました。

本を読む楽しさを実感で
わかっているひとは黙っ
ていてもぐんぐん読むけ
れど、本を読む楽しさを
知らないひとは読もうと
いう気持ちが湧いてこな
い。

そうだとすれば、さしず
め私は前者の方というこ
とになります。楽しいと
いう自分の身体的実感か
ら本と出会って、本の世
界に入り込んできたから
です。

読まないから楽しさがわ
からないということに
なっているのではないか
とも思います。これは子
どももおとなも同じだと
いう気がします。

ここ中央図書館では、並
木道読書会（ぎふライブ
ラリークラブ）がさかん
に活動を展開しています。
楽しさから始めた市民の
読書会です。初めてとい
う方もぜひご参加される
ことをおすすめします。

本と出会っていないひと
に「なんだ、図書館があっ
たじゃないか」と振り向
かせたいと実はいつも考
えているのです。

本でウォークラリー

「本でウォークラリー」は、本のタイトルでし
りとり遊びをするゲームです。自分の好きな本
１冊を起点にして 20 分以内に５冊を集めます。
そして集めた本の大きさ、タイトルの文字数、
表紙の色などの要素を難易度別に点数にして、
獲得したポイント数を競います。
雨模様の中、5 月 13 日（日）、中央図書館２階
の「つながる読書のへや」には、子どもから大
人まで総勢 11 人が集まりました。子どもと大
人の２チームに分かれて、ゲームスタート！

岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫

子どもたちは「小さい本は１ポイント」「最後
を「ん」で終わらせると３ポイント」と高得点
を狙ってあちこち歩き回ります。
大人チームは、本の表紙だけでなく内容からも
「ポイントになる要素は何かないかな」と集め
た本をじっくり読みこんでいました。本のどの
部分がポイント対象になるのか、プレゼンテー
ションに力が入ります。このゲームで初めて手
にした本とは思えないほどに、本のことをあれ
これと語り出せるのは面白いですね。

先生の説明を聞いて自由にそれぞれ実験を楽しんだ後・・・

が次々に飛び出します。

最後には、大西先生から子ども達へ、 「『なんで？』 を感じる
気持ち、 疑問を持つことを忘れないでね。」 とメッセージ

もありました。

レンス
ァ
フ
レ
もの
「調べ
い。」
伝
手
お
「調べもの」のコツ
図書検索システム(OPAC)
を使いこなそう！！
Q. 図書検索システムで資料
を探しても、
目的の資料が見
つからない。

質問タイム！
「水はなぜ 100 度でふっとうするの？」「雨雲が黒いの
はなぜ？」 実験で水の不思議を体感した子どもたちから質問

２０１8 年６月号

5 月 6 日（日）に開催されたのは『科学する
絵本』です。自然、人体、生き物などを描い
た絵本の朗読と科学者の実験で構成されるこ
のイベント。
記念すべき第１回目の講師に岐阜大学の大西
健夫先生をお招きし、「地球をめぐる水」を
テーマにお話しいただきました。
まずは「ライブラリークラブ」のメンバーで、
フリーアナウンサーの浅井 彰子さんによる
絵本『地球を旅する水のはなし』の朗読です。

2018

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

実験①

動！！
新企画 始

世の中には、「楽しいか
ら始める読書」と、「読
まなければならないとい
うところからから始める
読書」の二通りのアプ
ローチがあると私は思っ
ています。

中学生のころから、現代
小説、詩集、社会的ルポ
タージュ物、アート、映
画演劇、歴史物、マンガ、
自然科学、思想哲学と、
ジャンルも脈絡がないわ
けです。

岐阜市立図書館だより

みんなの笑顔が見れて 帰り際、教室から給食という
おいしそうなにおいがして
きました。もっと、

とってもうれしい！

こんにちは

ー
みんな
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楽しさから始める
読書のすすめ

今日はカンチョーと
司書さんといっしょに
小学校

２０１８年６月号

gifu city library

よっこ／作

行ってきます♪

岐阜市立図書館だより

普段なかなか手にしない本との「未知との遭遇」
を、このしりとり遊びを通じて楽しんでいただ
けたようでした。

Take free

Take free

例えば、
「外（アウトドア）
で
できる料理」
の資料をOPAC
で探してみます。
キーワード検索で『あうと
どあ』
で検索すると、200 冊
以上ヒットします。
でも、
その
中から料理の資料を探して、
1 ページごとに見ていくこと
は大変です。
そんな時は、情報を絞り込ん
で検索しましょう。
「絞りこむ」
のボタンを押し、
「料理」
と入力します。また、
自分が現在いる図書館にあ
る資料を探したい場合は、
「全館」
と表示されたプルダ
ウンメニューから「この図
書館の資料を表示」を選ぶ
とさらに、絞り込むことがで
きます。
はじめから「アウトドア料理」
で調べるより、多くの資料が
出てきます。

Take free

イベント
6/15
（金）
中央

6/16
（土）
分館

岐阜市立図書館だより

案内

２０１8 年６月号

おすすめ

みんなの図書館シアター 「月に行く舟」
図書館所蔵のＤＶＤを使った映画会を開催します。

午後 2 時〜（開場：午後 1 時 30 分）
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール
上映作品：「月に行く舟」（2014 年 日本 71 分）
脚本／北川 悦吏子 主演／和久井 映見
定 員：先着 200 名
申込み：不要

ダーニングで素敵によみがえるセーター
ダーニングとはかがること、つくろうこと。
虫食い穴ができてしまったセーターを自由な色づかいでつくろってみませんか。

午後 1 時 30 分〜 3 時
場 所：分館 ファッションライブラリー
講 師：村上 眞知子先生（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 教授）
定 員：10 名（事前申込・先着順）
持ち物：毛糸用とじ針、糸通し、つくろいたいセーターやカーディガン、
ガチャガチャの容器（※毛糸はこちらで用意します。)
申込み：平成 30 年 6 月 6 日（水）午前 9 時より、分館の窓口または電話にて受付。

ビジネス支援セミナー 「やってみたいな」を現実に
ゼロからはじめる起業の歩き方

本

こんなお茶を楽しみませんか？

忙しい毎日の不調をケアする
メディカルハーブティーのすすめ
エンハーブ／監修

イカロス出版

（499.8 イ）

ハーブは現代人にとって様々なうれしい効能があります。そのハーブの
効能がわかりやすく医学的に書かれていますので、参考にしながら、気
分転換やその日の体調に合わせたハーブを選が選ぶことができます。

オリジナルのハーブティーを
毎日美味しく飲んでみませんか？

フレーバー茶で暮らしを変える
フランス人の日本茶革命 !?
ステファン・ダントン／著

文化学園文化出版局

（596.7 ダ）

「目・鼻・口で楽しむ」をコンセプトにフランス人の著者が、日本茶を
見たことのないフレーバーティーに変身させています。材料や作り方も
掲載されています。

いままでとは違った日本茶に
チャレンジしてみませんか？

【新着図書】

日本茶の事典
淹れ方・楽しみ方・文化がわかる
増補•改訂版

スタジオタッククリエイティブ

（596.7 ニ）

この本には、お茶の種類、栽培や製造、歴史や茶道の心得など日本茶に
関することが盛りだくさん。今一度お茶の淹れ方を見直して毎日のお茶
をもっと美味しく飲んでみませんか？

日本茶にあったお菓子と共に
プチ贅沢なお茶の時間をどうぞ。

かがみの孤城
辻村 深月／著

東野 圭吾／著

場 所：ハートフルスクエア−Ｇ ２階 研修室 30
定 員：１５名（事前申込・先着順）
申込み：平成 30 年 6 月 20 日 ( 水 ) 午前９時〜 7 月 3 日（火）午後８時まで
電話、ＦＡＸ、Ｅメール、中央図書館と分館の窓口にて受付。
ＦＡＸ、Ｅメールの方は「『ビジネス支援セミナー参加希望』、名前、住所、郵便番号、
電話番号、年齢、希望業種」を明記。

中央

7/8
（日）
中央

柚月 裕子／著

多読とは、多読三原則「辞書は引かない、わからない所は飛ばす、飽きたらやめる」
に従い、ごく簡単な英文からひたすら読んでいくと、ある段階から英語が理解で
きるようになる英語の習得法のことです。

午後２時〜４時
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
講 師：西澤 一さん（豊田工業高等専門学校電気・電子システム工学科教授）
定 員：５０人（先着順）
申込み：６月２３日（土）午前９時より、中央図書館窓口または電話にて受付。

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）

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

中央公論新社

Ｆヒガ

Ｆユズ

F ツジ

漫画 君たちはどう生きるか

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？
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。

英語多読入門講座
〜多読の世界に飛び込もう〜

中央公論新社

青空と逃げる
辻村 深月／著

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス あつまるスタジオ
テーマ作品：『チームバチスタの栄光』 海堂 尊／著
『死ぬほど読書』 丹羽 宇一郎／著
『目の見えない人は世界をどう見ているのか』 伊藤 亜紗／著
申込み：平成 30 年７月４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。E-mail で申し込みの際は、氏名、テーマ作品、
連絡先（電話番号又は E-mail）を明記。
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。

KADOKAWA

盤上の向日葵

並木道読書会 Vol.８

午前 10 時〜 11 時 15 分（開場：午前 9 時 45 分）

F ツジ

魔力の胎動

午後 6 時 30 分〜 8 時 30 分（開場：午後６時）

7/8
（日）

ポプラ社

201８年 4 月 11 日〜
2018 年 5 月 10 日

展示

吉野 源三郎／原作 羽賀 翔一／漫画
マガジンハウス 159 ヨ

PICK UP

「ショートショートの季節がやってきた！」
岐阜県出身の直木賞作家・朝井 リョウさんを迎えて
開催する「ぼくのわたしのショートショート発表会」
が今年も 10 月 27 日（土）に開催決定！中学•高校生
のみなさん、ぜひ作品を応募しませんか？
エントランスグローブでは「書く」ために助けとなる
本が大集合！
作品の応募締め切りは８月 16 日（木）です。

分館

NEWS

「分館新展示、開催中！」

写真は「かこ さとしさんの展示」風景

分館・東口コーナーでは、月替わりのメイン展
示のほかに、即時性の高い展示を行っています。
これまで、各文学賞を受賞された作家さんの著
作や、残念ながら鬼籍に入られた作家さんの著
作などを紹介してきました。話題の本がまとまっ
ており、気になった本が手に取りやすくなって
います。
こちらの展示は不定期開催となっています。
入り口を入ってすぐの場所で展示をしています
ので、分館に立ち寄った際には、ぜひともご覧
ください♪

