の

岐阜市

Take free

７月 28 日、31 日、８月２日、
３日の４日間、
「第３期子ども
司書養成講座」を開催しまし
た。

岐阜市立図書館だより

8 月 6 日( 日)、１期生２期生
合わせて 18 名の子ども司書
が富山市立図書館を訪問しま
した。

２０１７年９月号

8 月２７日( 日)、メディアコ
スモスのみんなのホールにて
「全国子ども司書研究大会」が
開催されました。

ンジ！

チャレ

ス！！

ビジネ

〜

作る！

ラシを

するチ

〜集客

について
交互に本 した。
質問しま

中央図書館の「ビジネスチャ
レンジ支援相談窓口」
毎週木曜日 14:00 〜 19:30
毎週土曜日 10:00 〜 18:00
（土曜日は祝日も開設します）

事例紹介

絵本の読み聞か
せの
発表しました。

＜相談者の方＞
教室を開くにあたり、集客を
するためチラシを作成してみ
ました。チラシに説得力を持
たせるにはどうすればいいの
か、改良点を教えてください。

本の修理の仕方を
習いました。

認定証の
授与です

＜コーディネーター＞
チラシには必要最低限の情報
が必要ですが、より説得力を
持たせるためには講師となる
人の写真が重要です。人は視
覚で得る情報に頼ることが多
いので、服装から講師らしい
カタチづくりをしましょう。

！

おすすめの本の
した。
ッ
ポ プを作りま

図書館を
カ ン チ ョーと
。
探検しました

富山市立図書館は
６階建ての建物の
中です。

司書が

本を読むことを通して思った
り、考えたりしたことを地域
で、おうちで、通っている学校
で、自由に楽しくまわりの人
に伝えていってもらうために
岐阜市立図書館の子ども司書
制度は生まれました。

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

日

4
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火

水

7
木

９

2017

金

土

1

2

8

9

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫

SEP

私が何よりも嬉しかったの
は、初対面でも本を手に取り、
あちこちで自然な会話が飛び
交っていたことだ。初めて出
店者として参加した男性は、
いらなくなった教科書ばかり
を並べた。結果、個性的な本
棚をアピールしていた。本が
あるとこんなに話したいこと
があるのかと自分自身もあら
たな発見があった。
今回は、読み聞かせとチェロ
のミニコンサート（クラブの
メンバーさん）も入って、次々
と来場者が増えて行く。

図書館を媒介にして、ひとが
本を通してつながっていく流
れは、これからまだまだ広が
る気がする。皆さんもぜひ次
回はブースを持って参加しま
せんか？
いらなくなった本だけど、捨
てたくない。プレゼントした
い。そんな想いがどのブース
にも溢れていたと思う。もち
ろん、図書館の司書たちや私
も自宅の本棚から本を持ち
寄った。
出展者の顔ぶれは、読み聞か
せサークルを長年やっている
方々、チラシを見て参加され
た方、子ども司書とご家族ま
でいらっしゃって、実に多様
な広がりをみせた。

本がひとをつなぐ

…全館休館日

初めまして。
司書のくろで
す！

バスの中 …

初めての
富山旅行！
おいしいもの
食べれ
る
と
いいなぁ
…

子ども

この研究大会は、全国各地の
子ども司書の養成と活動の発
表を行い、子ども司書の活動
のこれからを考える会です。
カンチョーと 11 人の子ども
司書はこれまでの子ども司書
の活動の発表を行いました。

活動をしていく中で、“読書っ
てかっこいい！”“読書ってわ
くわくする！”を伝えられる、
『本と人とを結ぶリーダー』。
それが岐阜市立図書館の子ど
も司書です。
昨年５月から毎月、子ども司
書による「小さな司書のラジ
オ局」で番組の企画、原稿作成
まで行い、収録し、本の紹介な
どを情報発信しています。

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
中央図書館

岐阜市立図書館

今日は
子ども司書たちと
富山市立図書館に
見学へ行ってきます。

！！

岐阜市と富山市は「都市間交
流協定」を締結しており、図書
館交流も行なっています。
富山市立図書館は 1 階から 6
階までの吹き抜けが特徴で、
子ども司書は「ナレッジフォ
レスト」というおすすめ本を
紹介するイベントに参加した
り、児童書エリアを見学した
りしました。

「小さな司書のラジオ局」で企
画した「家出計画（あくまで
願望です）」や「お菓子の投票」
のこと、建築家の伊東豊雄さ
んと一緒にトークしたこと、
作家の角野栄子さんにインタ
ビューしたことなど、子ども
たちがそれぞれ心に残ったこ
とを話します。

３期生をむかえ、子ども司書
は６０名に増え、今まででき
なかった新しいことも、でき
るようになるかもしれませ
ん。子ども司書たちの活動の
今後にご期待ください！

小さな司書のラジオ局は
毎月第４日曜日
１４時２９分から
メディアコスモスの１階
エントランスにて
公開収録をしています。
みなさん、ぜひ生放送を
聞きに来てください！

日帰り見学なので図書館
見学だけで富山グルメは
楽しむ時間はなかったです。

大活躍

例年大人気のこの講座！！講
師は東海学院大学で図書館学
を教えるアンドリュー・デュ
アー先生と岐阜市立図書館の
吉成カンチョー、
そして図書館
で働く司書たちです。
図書の分類やレファレンス、
修理など司書の仕事について
知るのはもちろんのこと、岐
阜市の子ども司書に求められ
るのは、
『自分で考え、自分の
言葉で伝える力』。
本と人とを結ぶリーダーにな
るには欠かせないこの力をつ
けるために、養成講座では、
ブックトーク、絵本作り、ポッ
プづくりなど、自分の考えを
伝える練習、形にする練習を
たくさんしました。

また、今年は富山でも初めて
子ども司書が誕生したことを
受け、両市の子ども司書の交
流会も行いました。
「図書館の
ここが好き！」をそれぞれ発
表したり、
「小さな司書のラジ
オ局」での番組作りの様子を
報告したり。岐阜市の子ども
司書たちはみんなのびのび
堂々と発言していて頼もし
かったです。

そして、子どもラジオに参加
する理由もそれぞれ。子ども
たちの個性がいっぱいの発表
でした。ステージでの発表な
のにみんな全然緊張しなかっ
たそうです。

子
ど
も
司
自由に 書研究大会で
発表
３０分 しました。
話し足 じゃ全然
りなかっ
もっと
た
話
し
ていたか です！
ったです
。

館で
立図書
富山市 本のポップを
の
おすすめ ました。
展示し

＜司書＞
キーワード「スナップ」、
「写真」
で検索し、服のコーディネー
トがパターン化され載ってい
るファッション関係（分類番
号 589.2）の本、雑誌のファッ
ション誌をご紹介しました。
図書館には形態の異なる資料
があるので、より即時性があ
る雑誌を活用するのもポイン
トです。

光に
富山観
家族で いです。
行きた

富山の子ども
司書と交流！
富山ブラック…
おいしそう…

編集後記：先月は新しい子ども司書たちが誕生し
たり、１期・２期の子ども司書たちが大活躍しま
した！富山市立図書館見学のほかにも、子ども司
書研究大会で発表も行いました！担当司書のくろ
ちゃんも本当に大活躍でした。おつかれ様です！

今回開催したのは、「ＢＯＯ
Ｋ ＢＯＯＫ交歓会」の第２
弾。いらなくなり持ち寄った
本を媒介にお話をしながら、
読みたい方にお渡しして行く
というあまり他では聞いたこ
とのない取り組みだ。

24 25 26 27 28 29 30
17 18 19 20 21 22 23

おすすめの本のポップを書いたり…
（天井からぶらさげます）

本が大好き、メディアコスモ
スが大好き、中央図書館が大
好きな老若男女の市民のみな
さんが集まって、ここを活動
拠点に自主企画を様々なかた
ちで実現する「ぎふライブラ
リークラブ」の活動が今春か
ら始まっている。

10 11 12 13 14 15 16
3
ある
富山ある
！
ズ
イ
ク

富山のことをクイズで
学んだりしたよ。
富山ブラック
ますずし

…図書室休館日
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案内

おすすめ

第 3 期 おとなの夜学

9/19
（火）

「７時だよ！神仏習合！ー信長公とカミホトケー」

19:00〜20:30

ねぎ

信長ゆかりの寺と神社の若手住職と禰宜にお越しいただき、岐阜ならではの祈りの形
と神仏習合について学びます。
場 所：中央図書館 金華山テラス
ゲスト：松枝 秀晃さん（岐阜善光寺 住職）
浅野 将伯さん（手力雄神社 禰宜）
対 象：中学生以上 ※お子様連れはご遠慮ください
定 員：５０名
参加費：無料
申込み：中央図書館のカウンターまたは電話、
おとなの夜学 web サイト http://otonanoyagaku.net まで。

「並木道読書会 Vol.４」

10/1
（日）

２０１７年９月号

10:00〜11:30

お気に入りの作品について、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。
場 所：ぎふメディアコスモス １階 おどるスタジオ
テーマ作品：
◯『桐島、部活やめるってよ』朝井 リョウ
◯
『90 歳。何がめでたい』佐藤 愛子
◯『BUTTER』柚木 麻子
◯『シャーロック・ホームズ対伊藤博文』松岡 圭祐
◯『関ヶ原』司馬 遼太郎
定 員：45 名
申込み：９月 28 日（木）午後５時までに、中央図書館のカウンターまたは電話、
E-mail にて申込み。E-mail で申込みの際は、氏名、テーマ作品、連絡先
（電話番号又は E-mail）を明記。

ここまでわかった宇宙 100 の謎
福井 康雄／監修
（BC440.4 コ）

KADOKAWA（角川ソフィア文庫）

「宇宙ににおいはあるの？」「ブラックホールはつくれる？」
「宇宙人はいるの？」など、私たち一般人が疑問に思っている謎を 100
に厳選して専門家の先生が回答する本書。テーマごとの回答を読むたび、
宇宙を違った角度から見ることができます。
宇宙に関する謎や疑問は年々深まるばかりです。 入門書として

読んでみてはいかがでしょう！

月と星と宇宙の手作りアクセサリー帖
主婦と生活社／編

主婦と生活社

世界に１つだけの手づくりアクセサリーで
あなたも宙ガールになってみませんか？

【新着図書】

宇宙人に、いつ、どこで会えるか？
二間瀬 敏史／著

さくら舎

近い未来、
彼らと出会ったらあなたはどうしますか？

月の満ち欠け
佐藤 正午／著

図書館で見られるデータベース「日経テレコン２１」を使った企業情報、人事情報、
統計データの調べ方を学びましょう。

畠中 恵／著

池井戸 潤／著

恩田 陸／著

岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程に臨時休館をいたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

１０月２日（月）〜４日（水） 分館
１０月４日（水）〜６日（金） 柳津図書室
休館中は、ブックポストへ返却をしていただけます。
（DVD・CD など一部ブックポストをご利用いただけない資料もございます。）

F ハタ

徳間書店

幻冬舎

真夏の雷管

14:00〜15:00

蔵書点検により臨時休館をします

新潮社

蜜蜂と遠雷

「昔ばなしが教えてくれる子どもの成長」

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：library1@city.gifu.gifu.jp

F サト

アキラとあきら

本 de 子育てカフェ 〜児童編〜

場 所：ぎふメディアコスモス 1 階 かんがえるスタジオ
講 師：小澤 俊夫氏（小澤昔ばなし研究所所長）
定 員：80 名
対 象：4 歳〜小学生のお子さんを持つ保護者
受講料：無料
申込み：9 月 25 日（月）午前 9 時から中央図書館のカウンターまたは電話にて受付

岩波書店

とるとだす

場 所：ぎふメディアコスモス 1 階 あつまるスタジオ
講 師：日経メディアマーケティング担当者
定 員：1０名
受講料：無料
申込み：９月１８日（月）午前９時から、電話、ファックス、E メール（件名に
「日経テレコン２１講習会」／本文に住所、氏名、電話番号を明記）
または直接、中央図書館のカウンターまで。

昔ばなしを通して知ることのできる子どもの成長についての講演です。

（440 フ）

タイトルを見るだけで想像が膨らみ、わくわくしますね。宇宙は想像で
きないほど広く、私たちの想像をはるかに超える世界が存在している可
能性があります。そんな広大な宇宙には地球のような惑星が多数あり、
生物が暮らしていると考えられています。さて、地球外生命とは、いつ、
どこで、会えるのでしょう。

18:30〜20:00

10/26
（木）

（594 ツ）

宇宙に魅了されている宙 ( そら ) ガールが近年急増しているようです。
彼女たちは月や星を見て楽しむだけでなく、ファッションとして取り入
れています。本書に掲載されている月と星と宇宙をモチーフにしたアク
セサリーはシンプルで大人可愛く、普段のコーディネートに取り入れて
楽しむことができます。

「データベースで情報収集！日経テレコン２１講習会」

10/5
（木）

不思議がいっぱい！
宇宙の魅力

本

佐々木 譲／著

展示

F イケ

F オン

角川春樹事務所

F ササ

PICK UP

「ピアノパフォーマー・ウーーノさんが
やってくる！」
中央図書館入り口横のエントランスグローブでは、
９月１０日（日）開催の「子どもと本と遊ぶ日」
にちなんだ展示を展開中！ゲストは岐阜市出身の
ピアノパフォーマー・ウーーノさん。
楽しい音楽と楽器と遊ぶ本たちの数々をあつめま
した。色とりどりの音楽を、聞くだけでなく「読
※定員に達したため、イベントの受付は終了
んで」「感じて」楽しんでください♪
しました。

長森図書室
コンピュター関連の本
集めてみました！！

NEWS

今まで５４７、５４８、６９４
の分類にあった資料です。

長森図書室のコンピュータ関連
ただし、
「ＬＡＮや無線ＬＡＮ」、
の本の置き場所が変わりました。 「デジタル・オーディオ」といっ
「インターネットの利用法」、「タ
た一部の資料は、そのままの
ブレットやスマートフォンの利用
場所にあります。
法」、
「ソフトウェアの資料」など、
分かれて置いていた資料を、情
詳しいことや、わからないこと
報科学である００７の分類に集
がありましたら、カウンターま
めました。
でお尋ねください。

