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イベント報告
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ゆっくり、のんびり。
ぎふで暮らそう。第４回
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を飲んでほっと生き返るような
気分を味わったことなどを語っ
てくださり、その後の人生を変
えた転機になったそうです。

みんなの図書館
おとなの夜学 第４回
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2 月 27 日（土）、トークセッショ
ン「ゆっくり、のんびり。ぎふ
で暮らそう。」を開催しました。
吉成館長の対談のお相手は西願
将也さん。メディアコスモスの
すぐ近くにあるムレスナ紅茶専
門店、annon tea house の
店主さんです。
今回は、セブンベリーロンドン
という水出し紅茶を出していた
だくところからスタート！
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お店を持ってからは、以前は自
分が会いたい人に会いに行く立
場だったため、会いたい人にし
か会えなかったのが、誰かが会
いに来てくれるのを待つ立場に
なり、それによって思いもよら
ぬ出会いが増えたことが面白い
と語っていらっしゃいました。
また、お店に差し込む日の入り
方が変わったことなど、日々の
小さな変化を感じるようになっ
たそうです。

土

3 月 15 日（火）、「みんなの図
書館 おとなの夜学」の第 4 回
目「古墳をめぐる物語 古代の
岐阜ってどうだったの？−日本
最大級の古墳集積地で語る−」
を開催しました。
パネリストは元岐阜市歴史博物
館館長の薮下浩さんと、長良会
古墳部部長で陶芸家の木村洋子
さんのお 2 人です。今回の対談
の進行も ORGAN の蒲勇介さん
が務めました。

金

西願さんの話を聞いた館長は田
口ランディ著の「根をもつこと、
翼をもつこと」を紹介。ひとつ
のところに根をおろしながら、
心は広い世界を見ているという
意味で、一見正反対にも見える
この二つの両立を目指しており、
まさに西願さんはこれを実現し
ていると語りました。

２０１６年４月号

ビジネス支援セミナーⅡ
３月７日、９日、１１日の３日
間にわたり、NPO 法人起業家
支援ネットの梁川正さん、藤澤
透さんを講師にむかえ、ビジネ
ス支援セミナーⅡ「図書館で見つ
けよう 起業成功への道」を開
催しました。

次に、薮下さんに岐阜市および
周辺における古墳について解説
していただきました。岐阜市に
ある古墳の数はおよそ５００ヶ
所近くあるそうです。また、古
墳や石室の構造について、画像
を交えながら説明をしていただ
きました。石室内で使用されて
いる石の形状や積み方で、年代
がわかるそうです。
そのあと、古墳時代の歴史上に
おける位置づけを説明され、そ
れを踏まえて岐阜市の瑞龍寺裏
にある瑞龍寺山頂遺跡の首長墓
について解説していただきまし
た。邪馬台国の卑弥呼と争って
いた狗奴国の王の墓である可能
性を指摘されました。
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木

トークではおふたりの持ち寄っ
たおすすめ本を紹介しながら、
岐阜で紅茶のお店を開くまでに
ついて語りました。岐阜で生ま
れた西願さんですが、進学のた
め東京へ。大学在学中から「広
告批評」という雑誌が主催する
広告学校に通ったり、雑誌「Ｓ
ＷＩＴＣＨ」の編集部で働いた
りしていたそうです。

パネリストのお 2 人からは、参
加者に向けて「古墳バッジ」や「古
墳クッキー」のプレゼントがあ
りました。

起業や事業拡大にあたり雇用を
考えている方向けに採用や人材
育成・労務管理をテーマにお話
していただきました。受講者は、
企業理念を明確にすることの重
要性や、雇う側の心構え、労働
条件の文書化など、講師自身の
経験談を交えた具体的なアドバ
イスに熱心に耳を傾けていらっ
しゃいました。
グループディスカッションでは、
互いに抱えている課題を共有し
解決の道を探ろうとする姿が見
られました。

これからのイベント予定

４月からの岐阜市立図書館もたくさんのイベントを予定しています。

子ども向け

●４月からの新企画
「子どもと本と遊ぶ日」
子どもの心を忘れない大人と遊ぼう！
●７月頃
「第２期 子ども司書養成講座」開講
☆子ども司書によるラジオも
はじまるよ！

子ども司書養成講座

親子向け
●定期開催

「著者に会いたい」
みんなが好きなあの本の作者のお話
を聞いてみよう！

ＹＡ（中高生）向け

ぼくのわたしのショートショート発表会

「ぼくのわたしのショートショート発表会」
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水

そして最後に、ニューヨークオ
レンジという紅茶を入れていた
だきました。味見を繰り返しな
がらレモンをしぼったり砂糖を
加えたりする真剣な様子は、先
ほど朗らかに半生を語ってい
らっしゃった様子とはまた一味
違い、プロの仕事を間近で見せ
ていただくことができました。

●１０月頃

中高生による力作に注目！

大人向け
●定期開催

「みんなの図書館

おとなの夜学」

郷土の魅力再発見！

058-262-2924
058-268-1061
058-233-8170
058-241-2727
058-234-1633
058-240-2702
058-388-2026

みんなの図書館
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火

普段陶芸活動をしながら、古墳
に造られる埋葬施設である石室
に魅了された木村さん。
木村さんが何故ここまで石室に
魅了されるまでに至ったのか、
木村さんが所属する長良会古墳
部の活動について、これまで訪
れた岐阜市内の古墳の紹介、石
室内に入って木村さんが古代に
思いを馳せたこと、木村さんの
陶芸作品の紹介と作品に対する
コンセプト、木村さんが念願と
していた古墳で自身の作品展を
開催する喜びなどを語っていた
だきました。

司町 405
橋本町 1-10-23
万代町 2-5-1
芥見 4-80
下鵜飼 1-105
前一色 1-2-1
柳津町宮東 1-1

…全館休館日

月

４

卒業後も編集の仕事に携わった
り、全く違う業種に就職したり
と色々なことにチャレンジして
いたそうですが、大学時代から
お好きだったという放浪の旅に
出ることを決意。沢木耕太郎著
の「深夜特急」などに影響を受
けて一年間アジアを横断し、そ
こで出会ったのがお茶でした。
南インドで高熱が出て体力が落
ちた時、出されたミルクティー

9:00 ー 20:00
9:00 ー 21:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
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2016

April

おとなの夜学

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
中央図書館
分館
長良図書室
東部図書室
西部図書室
長森図書室
柳津図書室

岐阜市立図書館
24 25 26 27 28 29 30

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

そんな光景を眺めているこ
とは私の喜びでもある。
あるおだやかに晴れた日の
こと。窓越しに外のベンチを
見たら、ベンチに腰かけたお
母さんと小さな子どもが今図
書館で借りてきたばかりの絵
本を一緒に読んでいた。

ぎふメディアコスモス１階
に待望のスターバックスコー
ヒーがオープンしてから、私
もほっとひと息ここで気分転
換することがあったりする。

お昼休みや夜にぶらりとお
店に行くと、図書館によく来
る子どもやお父さん、お母さ
ん、図書館ボランティアの
方々ともここでばったり出会
うこともある。ときには一緒
にお話を楽しんだり。

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
春が来て、新たな職員も加
わって、新たな気持ちでみな
さまとの交流を深めていきた
いと思う。
私の中でも、時間とともに
メディアコスモス全体が少し
ずつ馴染んで来たように思え
る。ひとが出会い、混ざり合
う複合施設だからこその風景
である。

gifu city
library
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APR

春。新たな季節に

新聞のようなレイアウトにしました。これからはこちらのデザインでお届けします。
図書館の情報をわかりやすく、楽しい記事をお届けできるよう頑張ります。

中央図書館の１類の書棚に密かに存在する
「哲子のへや」をご存知ですか？
図書館の哲子が偉人の名言や小説の一節、友
人の何気ない一言などを取り上げ、ささいな
日常を「哲学」しています。内容は毎週追加
され、めくるとバックナンバーも出てくるの
で、ぜひ読破して哲学に浸ってみてください。

2016

ようこそ 「哲子のへや」へ

展示

PICK UP

Take free

岐阜市立図書館だより
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はじまり

本

岐阜市立図書館

千穂子／著

講談社 （BC336.4

ﾔ）

新社会人のみなさん、ご就職おめでとうございます！
新社会人の方も今すでに第一線でご活躍の方も、こちらの 1 冊で今の若
い世代の方がなんで？と疑問に思う、働く上で非常に大事なビジネスマ
ナーを確認していただきたいです。
イラストと簡潔な文章でとてもわかりやすく書かれています。
マナーを味方に、みなさんのご活躍を願います！

朝彦／著

風媒社 （291.0

イドブックシリーズが揃い、新
しい車旅行ガイドシリーズも入
りました。
遠出はちょっと…という方に
JR 岐阜駅の東側にあるハー
トフルスクエアー G を入って は同じく西口に岐阜の情報誌も
すぐの分館西口コーナーには、 並んでいますのでプチお出かけ
春のおでかけにぴったりな本 の参考にいかがでしょうか。
車で風を切って、電車に揺ら
を集めてあります。
「るるぶ」や「ことりっぷ」、 れて、ゆったり歩いて、さまざ
「地球の歩き方」などの旅行ガ まな春を感じてみませんか？
雨もやさしい季節になって
きました。

ｻ）

長い社会人生活を終え、この春定年を迎えた方もいらっしゃるかと思い
ます。本当にお疲れ様でした。
新しい人生のスタートに、新しい趣味を増やしてみてはいかがでしょう
か。
こちらの本の著者も、定年後に登山を始められたそうです。著者の体験
を基に、フルカラーで各地域の名山で見られる花や景色も紹介されてい
ます。
こちらに載ってはいませんが、まずは金華山登頂から始めてみるのもよ
さそうですね。

【新着図書】

はじめてでも作れる！キャラ弁教室
山崎

和代／著

枻出版社 （596.4

ﾔ）

お子さんやお孫さんの入学、進学おめでとうございます！
今年度からお弁当を作らないといけなくなった方もいらっしゃるのでは
と思い、こちらの 1 冊をおすすめします！
毎日お弁当を作るだけでも大変なのに、手の込んだキャラ弁なんて…と
思われるかもしれませんが、こちらの本ではフルカラーでシンプルなの
にかわいいキャラ弁の作り方がわかりやすく紹介されています。
お子さんはもちろん、もしかしたらパパもクスッとしてしまうお弁当に
挑戦してみてください！

イベント
案内

4/20 中央図書館
（水） ワークショップ

わたしのおすすめ本
展示

18:30~20:00
みんなのライブラリーワークショップの参加者を募
集します。
「みんなのライブラリー」とは、中央図書館にある
市民のみなさんによるおすすめ本の展示コーナーで
す。このコーナーに展示するため、館内でテーマに
沿ったおすすめ本を探し、ＰＯＰを作成するワーク
ショップを定期的に開催します。
同じ趣味を持った方と語り合いながら、楽しく展示
を作ってみませんか？
場

NEWS

春です、おでかけ日和です。

60 歳からの日本百名山
坂本

ちょこっと

レファレンス︵ reference
︶
とは﹁参照﹂﹁参考﹂といった
意味を持つ言葉です︒図書館で
は﹁レファレンスサービス﹂と
言って︑利用者の調査や研究の
お手伝いをするために司書が資
料を検索したり提供したりしま
す︒中央図書館では入口から正
面突き当たりのカウンターでレ
ファレンスサービスを行ってい
ます︒
調べ物や資料探しで困った時
是非このレファレンスサービス
を思い出してください︒私たち
がお手伝いします︒
ちょこっとＮＥＷＳでは今
後︑これまでに寄せられた質問
の具体的内容を紹介していきま
す︒

ビジネスマナーのなんで？がわかる本
山田

２０１６年４月号

レファレンスって何でしょう？

おすすめ

岐阜市立図書館だより

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス２階
中央図書館 つながる読書のへや
テーマ：ミステリー
申込み：不要
問合せ：岐阜市立中央図書館
TEL：058-262-2924

4/23
（土）

分館

予約 1
BEST 2
3
4
5
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ファッションライブラリー
平成 28 年 4 月の
生活デザイン講座

9:30~12:00
「羊毛フェルトでハンドメイド雑貨を作りましょう
― 保温性バツグンのペットボトルカバー ―」
講師：村上 眞知子 氏
（岐阜市立女子短期大学

生活デザイン学科

教授）

内容：羊毛は非常に保温性にすぐれた素材です。
これからの暑い季節に向けて、冷たいペットボトルを持ち
歩く時に使える、かわいくて、いつまでも冷たさをキープ
するカバーをつくります。
場

所：クラフト室（ハートフルスクエアーＧ
岐阜市橋本町 1-10-23

定

員：20 名

２階）

※要事前申し込み

持ち物：エプロン・バスタオル・作品を持ち帰るビニール袋・
直径 7.5cm くらいのスレンレス水筒
受講料：無料（ただし材料費代として 500 円は別途負担）
申し込み方法：往復ハガキに
①講座名「羊毛フェルトでハンドメイド雑貨を作
りましょう」
②郵便番号･住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
上記事項を記入して、問い合わせ先までお申し込
みください。
4 月 13 日（水）必着。 ※お１人様１葉書で
応募多数の場合は抽選になります。
問い合わせ：岐阜市立図書館
ＴＥＬ：085-268-1061

分館

天才

石原 慎太郎／著

あの日
小保方

晴子／著

幻冬舎

F イシ

講談社

916 オ

坂の途中の家
角田

光代／著

朝日新聞出版

F カク

幹事のアッコちゃん
柚木

麻子／著

双葉社

F ユズ

ビューティーキャンプ
林

真理子／著

幻冬舎

F ハヤ

図書館からの
お知らせです
利用カードの切替について
旧利用カードの切替をお願いします。
平成２７年７月１７日以前に登録いただきました、利用カード（鵜の
図柄が描かれた旧利用カード）は、平成３２年６月までに順次新しい
カードに切り替えを行います。

平成２８年度（平成２９年３月３１日まで）切替対象
利用カードの番号が００６００００８より
小さい数字の方
切替方法：各図書館・図書室の窓口に現在お使いの旧利用カードと運
転免許証や健康保険証などの身分証明書をご持参のうえ手
続きください。
注意事項：新しい利用カードは岐阜県在住の方、岐阜市に通学、通勤
されている方に発行いたします。
※利用カードの番号が００６００００８より大きな数字の方は、
改めてご案内します。

平成 28 年度は番号が
００６００００８より
小さい数字の方が
切替対象になります。

