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本を貸したり借りたりと
いう関係だけでなく、本
をまんなかにしてひとと
ひとが出会い、語り合う
関係性を、公共図書館と
いう場で実現すること。
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のための
おすすめ本リスト

中・高生が本の
表紙から中身まで
全てを作りました。

完成！！
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別冊 ほんまるけ 発行！
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これが３年前の中央図書
館開館時に私が考えてい
たことなのですが、はじ
めは私ひとりの想いだっ
たのかもしれません。
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編集後記：７月は中央図書館の３周年記念イベントが
開催されます。わたしの注目ゲストは絵本作家の高畠
純さんとイラストレーターの福田 利之さんです。

岐阜市立図書館

原稿用紙
５枚以内の
物語を
書こう！

朝井リョウ
さんが隣で
コメント
するよ！

ショートショート作品募集！

締切りは ８/１６！！

7

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

2018

３回目の折り返し地点

YA の心の叫び掲示板

それが年を重ねるごとに、
利用者のみなさまのおか
げで、いつのまにかそん
なの当たり前でしょとい
う空気感が広がって、今
はもうこの図書館をぽっ
かりと包んでいる気がし
ます。
やらされるからやるので
はなく楽しいからやって
みる、自分がやりたいか
らやってみようという自
主的、自発的な、やわら
かい動きが、図書館の職
員やボランティアさんの
中でもそうなのですが、
利用者のみなさんからも
生まれていると実感する
のです。

子どもも、ママも、ここ
に集ってくれることを感
謝いたします。
そして、これまで以上に
本を通してひとが語り合
う楽しさを見つけられる
場所になることを願いな
がら、職員一同、またこ
れからの一年を進みたい
と思います。

岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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2 周年記念イベント
子どもの宇宙とファンタジー

語を
私が喜ぶ物 。
く
私のために書

中央図書館

祝

3 周年！

この一年のあゆみ

みなさん
どうも ！
う
ありがと

５／３

2018
図書館の新しい仲間 “にゃん吉” 登場！！
岐阜ライオンズクラブからにゃんこ
カートを寄贈していただきました。
カートの名前を募集したところ、
２９７件の候補が集まりました。
この中から投票で 「にゃん吉」
に決まりました。

11 ／ 4

2017
秋の読書週間イベント
図書館は本と人とまちをつなぐ

ゲストは、 童話作家の角野栄子さんと
チルドレンズミュージアムのプロデューサー
目黒実さん、 角野さんの絵本
誰にでも
「いろはにほほほ」 を出版した、
うな
アリエスブックスの山下麻里さん。 魔法のよ

女優の竹下景子さんをゲストに
お招きし、 トークイベントを開催。

子ども司書たちが角野栄子さんと
目黒さんにインタビューをしました。
後日、 感じたことをラジオで放送
しました。

第３期

2017〜
みんなの図書館

第４期
もうすぐ開催！
お楽しみに★
おとなの夜学

岐阜ならではの知性が集まる、 おとなの為のまなびの場。

2017〜
子どもと本と遊ぶ日

竹下さんと 「楽しい群読 ほっこり」
が 「コボたち詩集」 の中から詩の チェロの調べに合わせて
群読をしました。
絵本の読み聞かせをする
竹下さん。
大活躍！

2017〜
ぎふライブラリークラブ
図書館大好きな市民がイベントを企画 ・ 実行しています。
開催したイベントはこちら！
・ 並木道読書会
・ 世界にひらく窓
・ Book Book 交歓会
・ クリスマスの贈り物展
・ おやすみなさいのおはなし会
・ 科学する絵本
・ 本でウォークラリー

様々な分野で活躍するゲスト
と一緒に遊びながら、 子ども
達の感性を磨き興味を広げ
るイベント。
ゲストはこちら！
１. 大友 剛さん
（ミュージシャン & マジシャン）
2. 森田 真生さん
（独立研究者）
3. ウーーノさん
（ピアノパフォーマー）
4. 杉山 亮さん
（児童書作家 ・
ストーリーテラー）

杉山亮さんのものがたりライブ
では、 早口言葉や言葉遊び、
杉山さんオリジナルのお話に、
子どもたちの笑い声が絶えま
せんでした。
おもちゃ箱のようなワクワクが
次々飛び出す、 楽しい時間
でした。

３／２７〜

2018
としょかん まちライブラリー
柳ヶ瀬のあい愛ステーションに図書館の出張
本棚ができました。
岐阜や柳ヶ瀬をテーマにした本を毎月替わり
で展示してますので、ぜひ遊びに来てください。
本のテーマ
４月 本と映画と、 柳ヶ瀬と。
５月 電車で旅に出たい！！
６月 Road to サンビル
７月 岐阜の夏は、 暑くてアツい！！

２０１8 年７月号

テーマはこちら
1. 岐阜市民の胃袋を覗く食の大冒険
2. ７時だよ！神仏習合！
3. 邂逅！イサム ・ ノグチと岐阜提灯
4. まちづくり、 下から見るか、 横から見るか
5. 幻の金華山焼きと、 美濃古陶
6. 薔薇之壹株昆蟲世界
7. 笑って学ぶ岐阜の落語
8. 幻の儀式 「船かぶせ」 を知ってますか？

名前を考えてくれた子に感謝状と
プレゼントが渡されました。
シリーズ

力がある。

岐阜市立図書館だより

とは、ヤングアダルトの略です。

休館日の
お知らせ

Y
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こんにちは。
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gifu city library

よっこ／作

Y
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岐阜市立図書館だより

Take free

※

今月は、 図書館が
いっしょに
と
やっていることを紹介します。
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岐阜市立図書館だより

Take free

イベント

岐阜市立図書館だより

案内

中央図書館３周年記念イベント

おすすめ
荒木 健太郎／著

絵本作家やデザイナーやミュージシャンといっしょに、子どもも大人も図書館員も
ボランティアさんもみんないっしょに〈宮沢 賢治〉を語りあうゴージャスな３日間！
ワークショップ、トーク、読書会、朗読 & 音楽など 10 のプログラムを開催。
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時空を超えて宮沢賢治を旅する

語りと朗読と音楽。時空を超えて賢治の世界へ誘う。

絵本と物語を巡って

作家の絵本と物語を巡るクロストーク。

要申込

場所／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
ゲスト／高畠 純さん（絵本作家）
福田 利之さん（イラストレーター）
目黒 実さん（作家、(財) 子ども未来研究センター代表）
聞き手／吉成 信夫（図書館長）

物語スコーレ

空を見上げて

三才ブックス

要申込

神話、小説、映像、ディズニーやジブリの物語の構造、方程式を学びながら、
紡いできた物語を朗読し合います。参加される方は、事前課題の「大切な人に
ラブレターを紡ぐ」に取り組み、当日ご持参ください。
場所／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
講師／目黒 実さん（作家、(財) 子ども未来研究センター代表）

（451.0 ア）

毎日何気なく見ている雲。つねに刻々と変化していく雲の色や形を見る
と、大気の流れや天気の予測をすることができます。
「空はどうして青いの？」「雲は何種類あるの？」意外と知らない疑問点
を美しい写真とわかりやすい図で解説します。

もっともっと、
雲について知りたくなりますよ。

要申込

場所／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
語り部／目黒 実さん（作家、(財) 子ども未来研究センター代表）
朗読／浅井 彰子さん（フリーアナウンサー）
音楽／ saori さん（ミュージシャン）

作家トークショー

本

世界でいちばん素敵な雲の教室

まるごと賢治ウィーク

時空を超えて宮沢賢治を旅する
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翼がくれた心が熱くなるいい話
JAL のパイロットの夢、CA の涙、
地上スタッフの矜持…
志賀内 泰弘／著

ＰＨＰ研究所

（687.0 シ）

空を飛び、人々を世界中に連れて行く飛行機。JAL グループで働く職員
に著者がインタビューして集めたエピソードには、空の上で、空港で、
スタッフが経験したさまざまな出来事がつまっています。

じんわり心が温かくなる
エピソードが満載です。

【新着図書】

日本の星名事典
北尾 浩一／著

原書房

（443 キ）

かつて人々は、季節により変わり行く星空を眺め、時間の経過や自分の
位置を知る手立てとして星々に名前をつけていました。
同じ星でも、地域によって全く違う呼び名が伝えられています。
本書は約 900 種類の星の名前を収録した大ボリュームの星の名前事典
です。

無数の星々に思いを馳せるのは
今も昔も同じ。

賢治本カーニバル

賢治が描いた優しく美しい物語絵本や関連図書を図書館内のあちこちに展示
します。賢治の世界を自由に旅してください。

未来

場所／中央図書館 展示グローブ 他
プロデュース／目黒 実さん（作家、(財) 子ども未来研究センター代表）

湊 かなえ／著

ほかにもイベントが盛りだくさん！

13:00~15:00 イーハトーヴ ブローチ製作所

宮部 みゆき／著

14:30~16:00 読賢治書会１『セロ弾きのゴーシュ』
7 ／ 15（日）

18:00~20:00 賢治読書会３『水仙月の四日』

7/29
（日）
中央

8/11
（土•祝）
中央

東野 圭吾／著
※詳細は図書館のチラシ、HP へ。

午後 1 時 30 分〜 3 時 30 分
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 ドキドキテラス
出店条件：個人でもグループでも参加可。
※小学生以下は保護者同伴。
出店形態：机とブックスタンドを貸出ししますので、本を並べるだけです。
箱や布などを使用して、お店のように飾ると良いです。
事前説明：7 月 9 日（月）午後 7 時〜 ぎふメディアコスモス１階 協働のへや
※参加希望の方はなるべくご参加ください。
申込み：中央図書館の窓口または電話・ＦＡＸにて受付。

並木道読書会 Vol.11
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。

午前 10 時〜 11 時（開場：午前 9 時 45 分）
場 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
テーマ作品：『武士道シックスティーン』誉田 哲也／著
『山女日記』湊 かなえ／著
『停電の夜に』ジュンパ・ラヒリ／著
申込み：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。

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）

KADOKAWA

羊と鋼の森
宮下 奈都／著

第 4 回「Book Book 交歓会」
「私には要らなくなったけれど、他の誰かに読んでほしい本」をプレゼントする会
です。本を介して人と人が出会い、会話をし、ともに交流を楽しみましょう！

KADOKAWA

魔力の胎動

10:00~12:00『雪わたり』灯籠ワークショップ、10:00~11:00 賢治読書会２『虔十公園林』

10:00~12:00 イーハトーヴの箱庭ワークショップ

F ミナ

あやかし草紙

7 ／ 14（土）

7 ／ 16（月•祝）

双葉社

かがみの孤城

201８年 5 月 11 日〜
2018 年 6 月 10 日

展示

文藝春秋

辻村 深月／著

ポプラ社

Ｆミヤ

Ｆヒガ

F ミヤ

F ツジ

PICK UP

「岐阜生まれ、ミステリー育ち
中山 七里の事件簿」
岐阜県出身の推理作家・中山七里さんを特集して
います。会社員を経て 48 歳で作家に転身した中
山さんは、法廷劇から猟奇殺人まで作品世界の幅
広さと、思い切ったどんでん返しの展開にファン
も多い人気作家です！司書たちが中山七里の魅力
を推理たっぷりにお披露目中！

長森図書室

NEWS

「夏休みおたすけコーナー」
もうすぐ夏休みがやってきます。海や山やテーマ
パークに出かけたり、今からわくわくしますね。
楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。
そして、夏休みは宿題もありますよね。
長森図書室の「夏休みおたすけコーナー」では、
「読書感想文や人権作文を書くための本」、「平和
について考えてみよう」、「科学絵本」など、おす
写真は「かこ さとしさんの展示」風景
すめしたい本をテーマ別に置いています。

長い夏休みだからこそ、読んでもらいたい
本がたくさんありますので、ぜひ参考にし
てみてください。

