作家と語ろう
in 岐阜

Take free
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「作家と語ろう」
って
どんなイベント？

普段、なかなか会えない作家を招き、「わたしのライブラリー」を
テーマに本のことや創作活動のこと、理想の本棚などのお話から
作家を身近に感じていただく座談会です。
今期は「賢治 北の風土 わたしの暮らし方」をテーマにした
２回シリーズ。宮沢賢治や賢治が暮らした岩手の風土からゲスト
が受けた影響などについて、聞き手の吉成館長と語り合います。

第１回 ゲストは木村 紅美さん（小説家）
1 月 6 日（土）、記念すべき第１
回目のゲストは小説家の木村 紅
美（くみ）さんです。昨年、月刊
文芸誌『群像』の 9 月号に掲載
された「雪子さんの足音」が第
158 回芥川賞にノミネートされる
など、注目の小説家です。

た「雪子さんの足音」の創作の
裏話など、もりだくさんのトーク
に会場が熱くなりました。
中学時代は安部公房、高校時代
は新井素子、20 代はドストエフ
スキーを読んでいたほか、『少年
ジャンプ』やつげ義春などの漫画、
映画、喫茶店にもハマっていた木
村さん。その後、5 年の OL 経験、
ヴィレッジバンガードや三省堂書
店でのアルバイト経験を経て、今
に至ります。多彩な経験から紡
がれる木村さんの言葉には、説
得力と奥深さがありました。

岐阜市立図書館だより

２０１8 年２月号

木村さんからメッセージ 小説家を目指す若い人たちへ
「たくさん読むこと」 と 「いろんな経験を積むこと」
小説家になる前に経験してきたことは、 これまでの作品にも
すべて反映されていて無駄だったものは何ひとつありません。
第 158 回

芥川賞
候補作

『雪子さんの足音』
木村 紅美／著
講談社
2 月 2 日発売

この作品は、東京大空襲を生き抜いた三姉妹の老女が熱中症で亡くなったと
いう、2015 年に起きた事件からテーマを得ました。
小説の構想を練るため、大学ノートを 13 冊も費やしたそうです。
今回のイベントでは、木村さんの大事なモノとして、その一部を持ってきてく
ださいました。

木村さんのオススメ本 ピックアップ
イベント前日から岐阜に来ていた木村さん。図書館内で自分が読みたい本を次々と選び、それらの本も
紹介してくれました。書評も書くほどの読書家でもある木村さんの一面がうかがえました。

木村さんが今
一番読みたい本！

『アメリカーナ』
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ／著
河出書房新社

『大聖堂』

レイモンド・カーヴァー／著

中央公論新社

『チグリスとユーフラテス』
新井 素子／著

集英社

『氷』

アンナ・カヴァン／著

バジリコ

『海炭市叙景』
佐藤 泰志／著

集英社

第２回 ゲストは宮澤 和樹さん
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岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫
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お手伝

「調べもの」のコツ
昔の岐阜を調べる手がかり
〜商工業者名簿から
探してみよう〜
Q. 先祖の足跡を調べたい、
でも住所が分からない。
そんな時は近くにあった商店
や会社が手がかりになること
があります。
では昔あった商店や会社はど
のように調べたら良いのでしょ
うか？
「電話帳」は多くの方が思いつ
くかもしれません。
しかし岐阜
市立図書館では 2011 年以前
の電話帳は所蔵がありません。
業種が分かっているなら、
『岐
阜商工名鑑』、
『岐阜商工案内』、
『岐阜市名鑑』等を参考にして
みてください。
昔からある商工業者名簿で、
古いものでは大正 5 年の復刻
版があります。

分館は
岐阜駅直結で
便利な図書館です。

雑誌「コボたち」創刊号

2 月 3 日（土）、中央図書館
で開催する児童文学座談会
「岐阜に咲いた児童文学
〜雑誌コボたちに集まった
人々〜」、同時に展示グロー
ブでスタートする児童文学展
にもぜひご注目下さい。

文化的地層を掘り起こす

FEB

…全館休館日

岐阜市立図書館だより

私には、岐阜で生まれ育った
子どものための文化運動が
あったことをあらためて知る
こと（知り直すこと）は、こ
れからの子どもたちの環境を
考えていく上でも大きな視点
を与えてくれるのではないか
と思っています。
（今も「コボたち詩コンクー
ル」として、その流れは続い
ています。）

岐阜には、かつて「コボたち」
という児童文学誌があったこ
と、子育て中の親御さんや子
どもたち、先生方に多大な影
響を及ぼしていたという事実
を、私はこの図書館に来て初
めて知りました。

中央図書館 蔵書点検のため休館

日本で唯一のファッション
専門図書館も
あるのです。

木村さんは岩手とも縁が深く、短
編作品集のタイトル「イギリス海
岸」は北上川の西岸（岩手県花
巻市）にある場所で、その地層
の様子から宮沢賢治が命名した
地名なのだそう。短編集は 6 つ
の話からなり、イーハトーヴ、岩
手の話など土地ならで
はの情景が浮かんでき

更に、
『 美濃の魁（さきがけ）』
は明治 16 年の復刻版で美濃
各地の産業や名所を調べるこ
ともできます。

ヒントは
どこ

ます。

第２回目は、2 月 4 日（日）午後 2 時からです。
ゲストは宮澤 賢治の弟・清六氏の孫・宮澤 和樹さん。
賢治の出身地である岩手県花巻市で、賢治の手帳や原稿などの遺品を守
り、全国の賢治ファンが集う場所「林風舎 ( りんぷうしゃ )」を営む一方、
講演などで賢治の世界観を伝えています。
ナビゲーターは宮澤 賢治をきっかけに岩手に移住し、「石と賢治のミュー
ジアム」設立に尽力した吉成館長。
宮澤さんが考える理想の本棚とは？経営される「林風舎」を創るにあたっ
て賢治の描いた世界からどのような影響を受けたか？など楽しくお話を引
き出します。岩手と賢治に深い縁のある二人のトークをお楽しみに！

ハズレ。
スクワット 回

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

これはすごいことです。書き
手の文学者たちのレベルの高
さも含めて、この雑誌を支え
た広い購読者層があったと思
うからです。
昭和 47 年から 21 年間もの
間、途切れることなく定期的
に刊行が続いた雑誌のバック
ナンバーがこの図書館には今
もあります。
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海外の
ファッション動画が
流れる。
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イベントではカンチョー
と木村さんの出会いや、
小学校２年生の時に小
説家を志してから実現
するまでの経緯、今回
芥川賞にノミネートされ

貸出返却カウンター

詳しくはホームページや
おたよりを見てください。
みなさん、ぜひ分館へ♪
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編集後記：今月は中央図書館と東部図書室は蔵書
点検のため、臨時休館をいたします。
カレンダーにて開館日をご確認ください。
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図書館は１階で
よっこ／作
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イベント
2/10
（土）
中央

2/16
（金）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

「おやすみなさい」のおはなし会＠図書館
「おはなしユニットしゃっぽ」と高校演劇部のメンバーが一緒に絵本を楽しむ企画
です。チェロの調べに合わせて一冊の本を複数人で読んだり、動きをつけて演劇
仕立てで表現したり。絵本はお子さんだけでなく、大人も楽しめますよ。

午後６時 30 分〜
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス
申込み：当日受付・事前申込不要

２階

第 10 回 みんなの図書館シアター
「ラジオ」（2013 年 日本 89 分）
上映作品：
東日本大震災の被災地・宮城県女川町で、震災から１か月後に開局した臨時災害
放送局「女川さいがい FM」。そこにアナウンサーとして参加した女子高生 “某ちゃ
ん” や仲間たち。実話をもとにしたドラマ。
上映前に、震災当時岩手県に在住していた吉成図書館長が、当時の状況や被災地
の子どもたちに行った支援活動についてお話します。
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス 1 階 みんなのホール
定 員：200 名
申込み：事前申込不要 ※当日午後 1 時より、ホール前にて整理券を配布します

中央

2/24
（土）
中央

3/2
（金）
中央

3/4
（日）
中央

本

生活デザイン & ファッション講座「中国の土建築の今」
中国に焦点を当て、伝統的な土建築である福建省の客家土楼や黄土高原の地下住
居の窰洞 ( ヤオトン ) から、最新の事例まで講師が見て歩きしたものをご紹介。

植物を身近に

植物園で樹に登る
二階堂

太郎／著

築地書館

（470.4 ニ）

国立科学博物館筑波実験植物園の植物管理を務める著者が、樹木と対話
しながら見つけた植物の不思議でおもしろい話が満載。
今まで見過ごしてきたことや「へぇー」なお話を知って得した気持ちに
なるかもしれません。

地上２０メートルの樹上の眺めや風を
感じることが好きな著者が語ります。

南東読書スペース

午後 2 時〜（開場：午後 1 時 30 分）

2/17
（土）

２０１8 年２月号

はじめてでも美しく描ける
高橋

京子／著

ナツメ社

（724.4 タ）

植物画の基本的な描き方と植物画を描くにあたっての画材などが詳しく
解説されている本です。季節の花を描いたり色を塗ったり。
世界で一つのとっておきの植物画を描いて、家に飾ってみませんか？
きっと家の中が華やぎますよ。

１９世紀、 イギリスなどでは植物画が
植物標本の代わりに使われました。

【新着図書】

100 円グッズでプチ！ガーデニング
竹田

薫／監修

主婦の友社

（627.8 ヒ）

手に入りやすい 100 円グッズをおしゃれに変身。ステキなガーデニン
グのアイデアとワザがたくさん掲載された実例集です。
これから春の苗が豊富に出回る季節。春に花でいっぱいになることを想
像しながら、簡単にセンスよくガーデニングを始めてみようと思ってる
方にぴったりです。

簡単におしゃれでお値段以上の
プチ ・ ガーデンが作れます！

午後 1 時〜 2 時 30 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
ゲスト：畑中 久美子氏（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 准教授）
定 員：先着 30 名
申込み：当日受付・事前申込不要

ふたご

藤崎 彩織／著

佐藤 愛子／著

認知症予防で注目されている回想法を使い、自分の身の回りで昔に起こった出来
事を思い出しながら簡単な自分史をつくります。

矢部 太郎／著

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
ゲスト：梅本 充子氏（日本福祉大学准教授）
定 員：先着 30 名（要申込）
申込み：平成 30 年 2 月 10 日（土）午前 9 時から、中央図書館の窓口、
または電話にて受付

浅田 次郎／著

佐久間 健一／著

岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40-５
T E L ：058-262-2924
F A X：058-262-8754

ライブラリーいち＠シティー . ぎふ . ぎふ . ジェイピー

Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

岐阜市立図書館 分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

毎日新聞出版

F アサ

サンマーク出版

595.6 サ

蔵書点検のため臨時休館をします
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します。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

中央図書館

並木道読書会 Vol.６

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：『日の名残り』 カズオ・イシグロ ／著
『今日の人生』 益田 ミリ／著
『おしまいのデート』 瀬尾 まいこ／著
申込み：平成 30 年 3 月 1 日（木）までに、中央図書館の窓口、または電話、
E-mail にて申込み。

726.1 ヤ

モデルが秘密にしたがる
体幹リセットダイエット

2017 年 12 月 11 日〜
2018 年 1 月 10 日

午後 7 時〜 8 時 30 分

午前 10 時〜 11 時 15 分

F フジ

914.6 サ

新潮社

おもかげ

カンチョーと語ろう〜男がさいごに泣く映画〜

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？
一人で読むのとはまた違った楽しみがあるかもしれません。
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。

小学館

大家さんと僕

午後 0 時 30 分〜 3 時 30 分

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス ２階 南東読書スペース
ゲスト：杉山 寛行氏（岐阜市立女子短期大学学長）
聞き手：吉成 信夫（岐阜市立図書館長）
定 員：先着 50 名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口、または電話・E-mail にて受付

文藝春秋

九十歳。何がめでたい

回想法で自分史づくり

切ない映画や血がたぎる映画、最高にクールでかっこいい映画。カンチョーとガ
クチョー、映画が大好きな男二人が、時代を彩る数々の名作映画を振り返ります。

植物画レッスン

東部図書室

２月５日（月）〜９日（金）
２月 14 日（水）〜 15 日（木）

休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。
（DVD・CD など一部ブックポストがご利用いただけない資料もございます。）

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

NEWS

「第 158 回

芥川賞・直木賞

発表！」

第 158 回芥川賞・直木賞の受賞者が発表されました！
分館では受賞者および候補者のプロフィールと作品、
過去の受賞作を展示しています。
これまでに「サラバ！」、「火花」、「コンビニ人間」、
「ホテルローヤル」、「蜜蜂と遠雷」などのベストセラー
が生まれました。
展示中の本は、貸出ができます。貸出中の本は予約が
できますので、ぜひお借りください。

