第５回トークセッション
「ゆっくり、のんびり。
ぎふで暮らそう。」

Take free

うやって作り直していくか」が
今、若い人たちのトレンドの起
点になっていると。

岐阜市立図書館だより

イベント報告

２０１６年 6 月号

ー分館ー
ストローで強い橋を作っ
てみよう ―橋のしくみ
を楽しく学ぶ―

9

5 月 20 日（金）、第５回トーク

小さな司書のラジオ局

8

セッション「ゆっくり、のんびり。

4

ぎふで暮らそう。」を開催しまし

5 月 28 日（土）、5 月の生活デ
ザイン講座「ストローで強い橋
を作ってみよう ―橋のしくみ
を楽しく学ぶ―」を開催しまし
た。

3

た。

5 月 22 日（日）
、小学 5 年生か
ら中学３年生までの子ども司書
15 人による、「小さな司書のラ
ジオ局」を行いました。

2

そして「ホールアース・カタログ」
という本を紹介されました。こ
ちらも人に頼らないでどうやっ
て暮らしていくかというノウハ
ウが詰まったとても厚い本です。
他にも何冊かの本の紹介があり
ました。

ハートフルスクエアーＧ１階の
ファッションライブラリーにて、
岐阜市立女子短期大学 生活デ
ザイン学科の服部宏己先生を講
師にお迎えしました。

1

会場で流された門脇さんの取
材映像では「建築家は翻訳家、
お客の漠然としたイメージを言
語化する仕事」という言葉が印
象に残りました。

そのあと、簡単な設計図を書き、
カラフルなストローを切ったり
組み合わせたりして、より強い
橋ができるように考えながら、
自分だけの橋を作っていきます。
最後に、一人ずつ橋の中央にお
もりを吊るし、誰の橋がいちば
ん強いか実験で確かめました。
参加者の皆さんは、工夫を凝ら
してオリジナルの橋を作成し、
おもりを増やすごとに皆さんで
競い合って大盛り上がりでした。

まず、身の周りにある橋は、一
見頑丈そうに見えないものでも
さまざまな工夫によって強く作
られているということを学び、

土

今回の吉成館長の対談のお相手
は、ELEPHANT design（エ
レファント・デザイン）の門脇
和正さんです。岐阜市長良に建
築事務所を構え、住宅空間や商
業空間、それに関わる家具の設
計をされています。

放送した内容は、
「今日の読まれ
今月は記念すべき第１回目です。 てなさそうな本のコーナー」
「子
前回、３グループに分かれ、そ
どもとおとなのホンネシリーズ」
れぞれ４分間のシナリオを子ど
「おとな司書の紹介コーナー」
もたちの力で書き上げました。
「４月の YA 貸出ランキング」
です。読まれていなさそうな本
のコーナーでは、昭和初期の美
少女が描かれた本の表紙の女の
子が五郎丸ポーズをしているこ
とを指摘しました。

ンジ！

金

そして、話は核心へと進みます。
「自分ごと・よそごと」というキー
ワードが出てきます。

そして、今日はラジオ公開収録
の日です！子どもたちにいつも
より早く来てもらい、原稿に修
正を加えながら、何度も練習を
繰り返します。各グループ４分
以内に収まっているようです。

木

お二人が出会われたのは吉成館
長が館長の職に就く少し前、出
会って一年になるお二人、お互
い歳の差も感じていない様子。
さて、どんなトークになるので
しょうか？

チャレ

ス！！

ビジネ

水

まず、門脇さんが本を４冊、紹
介します。その中の一冊「地球
の上に生きる」という本は館長
も知っていて、自分の手でもの
を作り、何もないところから暮
らしていく知恵が詰まった本だ
そうです。

みんなでお昼を食べて、午後か
ら通し稽古です！
テーブルをラジオブースに見立
て、マーカーペンをマイク代わ
りに、本番さながらの全体練習
です。館長の熱い指導に子ども
たちが応えます！感情を込めた
り、明るい大きな声が出せるよ
うになりました。

ラジオ終了後、多くの取材が入
り、子どもたちがインタビュー
を受けました。その受け答えか
ら、ラジオで本を読む楽しさを
伝えたいと目的を持って参加し
てくれていることがわかりまし
た。
子どもたちの感想は、
「緊張した
けど、上手くできた」と言う子
が多く、「喋り始めたら楽しく
なった」
「集中したら楽しくなっ
た」
「前を向いて話すことが出来
た」と堂々としたものでした。

7
火

築 100 年の古民家を買い取り、
カフェとパンのお店、円居（ま
どい）がオープンして今年で５
年半。
その間の改築で気付いたことは、
「古いものは手のかけがいがある
こと、手をかけただけ返してく
れる」
「古民家は自然素材なので
全部自然に帰るということ」だ
そうです。
「建築も人任せにせず、壁塗りな
どに関わったり、メンテナンス
もまずは自分でトライしてみて
欲しい」と門脇さん。

＜コーディネーター＞
相談者と長い対話を始める。
＜司書＞
会話の中から「伝えたいこと・
表現・名刺・チラシ…」とい
から〜
は名刺
の一歩
う言葉が耳に入る。
〜始め
キーワード発見！すかさず検
「ビジネス支援相談窓口」では、 索、目星を付けていざ書架へ！
「名刺・封筒・ビジネス文具デ
相談を受けるコーディネー
ザインコレクション」という
ターに司書が同席して、相談
本と図案やデザイン関係の書
内容に適した資料の情報の提
架から数冊、名刺の持つ特異
供を行っています。
性を活かすために、経営関係
事例紹介
の書架から「口ベタなあなた
を救うしゃべる名刺」
「仕事が
取れるすごい名刺交換５つの
鉄則」等を持ち出して紹介…
目的に合った本の何冊かを借
りていただきました。
司書冥利に尽きる瞬間です。
＜相談者＞
整体のお店を開業している方
「上手くお店の PR ができなく
て……」と悩むが、
「こんな相
談するところじゃないですよ
ね？」といささか恐縮気味。

6
月

門脇さんの話を受けて、館長が
話します。
「生活を自分たちでど

本番前、館長と子どもたちで円
陣を組んで、気合いを注入！！
「行くぜー！！オーー！！！！」

子ども司書が出演したラジオは
FM わっちで放送されます。
６月 ２日（木）15:00~16:00
６月 ４日（土）13:00~14:00
６月 ９日（木）14:00~15:00
６月 11 日（土）11:00~12:00

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

迎えた本番。会場にいる大勢の
観客と取材陣にびっくり！緊張
したにもかかわらず、練習通り
の成果を出すことが出来ました。

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

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫

こういうひとつひとつの積
み重ねの上に１００万人とい
う数字がある。

12 13 14 15 16 17 18
日

６

2016

建物を壊してまた作ればいいの
ではなく、過去の痕跡・記憶を
見えるようにすること、前の物
を継承することの良さについて
存分に語り合い、トークセッショ
ンを終えました。

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

jun

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

26 27 28 29 30

…全館休館日

記念すべき１００万人目の
方は、岐阜市内の小学５年生
の北村さん。祖母と宿題をし
に来ていたという。

19 20 21 22 23 24 25

…図書室休館日

5

休館日の
お知らせ
編集後記

10 11

先月８日に来館者が
１００万人を越えた。

汗をいっぱいかきながら、
中学生や、親子や、おとなた
ちがやって来る。
おかげで、いつも図書館を
利用してくれているシニア世
代の方々に日頃のお礼を述べ
ることができた。

本当にみなさん、ありがと
うございます。
そして、これからもよろし
くお願いします。

この日は、午前中、京町地
区の「歩け歩け運動」があり、
途中立ち寄り先として、「メ
ディアコスモスで図書館長さ
んと話そう。」というプログ
ラムを入れてくれた。

「メディアコスモス 中央図
書館ができてよかったです
よ」と言ってくれる場面が
たくさんある。
昨年７月１８日にオープン
してから私もずっと肌で感じ
てきたことなのだが、明るく
晴れやかな表情で、

来館者１００万人
を越えて

JUN

来館者１００万人を越え、早いもので来月は開館１周年です。皆さまが、この図書館を
「私たちの図書館」と感じていただけるようなサービスや努力を積み重ねていきます。

最近図書館や書店をテーマにした本がよく出
版されている気がします。ブックカフェやマ
イクロライブラリーなど、書店や図書館の枠
を超えた場も全国で広まりつつあります。
そんな流れを「『本がある場所』の居心地の
良さを求める人が増えている」と感じている
館長がおすすめしたい本を集めました。

館長が今おすすめしたい本

6

gifu city
library

2016

２０冊

図書館と書店の未来を考えるために

展示

PICK UP

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１６年 6 月号

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１６年 6 月号

Take free

おすすめ

本

李 憲俊／著

雨の日が続くと気になる…

｢カビ｣ってなぁに？

日刊工業新聞社 （465.8

２０１６年 6 月号

岐阜市立図書館

ﾘ）

カビは汚い、臭い、不衛生。カビなんてなければいいのにと思ってしま
います。でも、カビって何モノでしょうか？
実は、カビは生き物で、進化の過程をさかのぼると人間とつながってい
ます。カビと人間はどのように暮らしてきたのでしょう。

分館

小泉 武夫／著

おの みさ／絵・レシピ

講談社 （588.5

主婦と生活社

味噌はカビの一種、麹菌を使ってできていましたね。そんな味噌をコロ
ンとまるめてお団子にしたのが「みそまる」といわれています。見た目
がとってもかわいい調味料です。
味噌には良質なたんぱく質が豊富で、美肌・美白効果が期待できます。
みそまるをお椀に入れて、お湯を注げば味噌汁のできあがり！これなら
忙しい朝でも味噌汁が食べられそうですね。

6/15 中央図書館
（水） ワークショップ

わたしのおすすめ本
展示

「みんなのライブラリー」は、中央図書館にある市民の
みなさんのおすすめ本の展示コーナーです。
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

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：雑誌
申込み：不要
問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

6/17 中央図書館
（金） 第３回「みんなの

図書館シアター」

14:00~

(13:30 開場 )

「禁じられた遊び」

上映作品：

（1952 年

仏

約 86 分）

戦争孤児の少女と農家の少年の純粋すぎる
友情を描く。アカデミー賞名誉賞受賞作
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（当日）
申込み：当日午後１時より、ホール前にて整理券を配布
入 場：無料
問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

イベント
案内

6/18
（土）

5

分館
ファッションライブラリー
平成 28 年 6 月の
生活デザイン講座

13:30~15:00
「スリット・アニメーション（スキャニ
メーション）を体験してみよう」
スリット・アニメーションとは、縞模様の隙間から見えるイラス
トが、動いているように見える錯視表現です。実際には、複数の
イラストを組み合わせた 1 枚の静止画から出来ています。実際に
絵本になっているものや、街中のスリット・アニメーションを通し、
仕組みを理解し、実際に制作してみましょう。
講師：奥村 和則 氏
（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 准教授）
場 所：ハートフルスクエアーＧ ２階 クラフト室
（岐阜市橋本町 1-10-23 ＪＲ岐阜駅東高架下）
定 員：16 名 ※要事前申し込み
持ち物：なし
受講料：無料
申込み：平成２８年６月１日（水）午前９時より、
岐阜市立図書 館分館 窓口または電話にて受付
問合せ：岐阜市立図書館 分館
ＴＥＬ：058-268-1061

親子のグローブ
妖怪•おばけワールド

アガサクリスティデビュー作の
「スタイルズ荘の怪事件」や「オ
リエント急行の殺人」、「そして
誰もいなくなった」などの名作
を揃えています。
まだ読んだことのない人も、読
んだことのある人も楽しめる内
容になっています。
皆さんぜひ、読んでみてくださ
い。

梅雨の季節になってきました
ね。

予約 1
BEST 2
3
4
5

みそまる 手軽に作れて、キレイに効く！

18:30~19:30

NEWS

岐阜市立図書館の分館では、
アガサクリスティ文庫の名探
偵ポアロシリーズを揃えてい
ます。
雨で出掛けるのが億劫な時に
は、家で名探偵ポアロシリー
ズを読みませんか？

【新着図書】

みそまる普及委員会／監修

シリーズ

ｺ）

私たちの食生活に欠かせない醤油、味噌、清酒、みりん、お酢。これら
はすべて麹菌というコウジカビを使ってできています。
カビがどうやって美味しいものを作るのでしょうか？
イラスト入りの解説で、作り方と栄養について、やさしく理解できます。
日本各地の麹を使った食品や、塩麹・甘酒などの麹レシピもあります。

藤本 智子／著
（596.21 ﾌ）

図書紹介

名探偵ポアロ

絵でわかる麴のひみつ

ちょこっと

６月から親子のグローブが﹁妖
怪・おばけワールド﹂に変身し
ます！
司書おすすめのこわ〜い本や︑
妖怪地図︑妖怪のこわい絵など︑
たくさんのこわ〜いを集めまし
た！これからはじまる暑い夏︑
親子グローブでひんやりしてみ
ませんか？
ぜひぜひ︑親子グローブへ立ち
寄って見て下さい！

カビの科学

岐阜市立図書館だより

羊と鋼の森
宮下 奈都／著

文藝春秋

向田理髪店
奥田 英朗／著

光文社

サブマリン
伊坂 幸太郎／著

講談社

カエルの楽園
百田 尚樹／著

新潮社

天才

石原 慎太郎／著

幻冬舎

F ミヤ

F オク

F イサ

F ヒヤ

F イシ

分館
平成 28 年度
ビジネス支援セミナー
「図書館からはじめよう
起業・創業はじめの一歩
2016」

6/22
（水）
6/23
（木） 18:30~20:30
6/29
（水）
6/30
（木）

起業に興味を持つ学生や一般の方を対象に、
ビジネスに精通する専門家を講師にお迎えし、
事業計画書の書き方など、起業に対するイメー
ジやアイディアを具体化できるようなセミナー
を全４回、開催します。
場 所：ハートフルスクエアーＧ ２階
中研修室（岐阜市橋本町 1-10-23
ＪＲ岐阜駅東高架下）
定 員：15 名（先着順）

日 程：① 6 月 22 日（水） 起業で『自己創生 Self-Innovation』
② 6 月 23 日（木） 起業して永続きするための 3 つのポイ
ント〜イチからはじめる基本準備編〜
③ 6 月 29 日（水） 経営学の父ドラッカーが岐阜でカフェ
の店長になったら
④ 6 月 30 日（木） 起業を実現に導くサポート機関と先輩
起業家の体験談
申込み：平成 28 年 6 月 1 日（水）午前 9 時から 6 月 21 日（火）
午後 8 時まで、電話、ＦＡＸ、Ｅメール、岐阜市立中央図書
館と分館の窓口にて受付します。
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、職業、希望業種
（個人・法人）」を明記してください。
受講料：無料
問合せ：岐阜市立図書館 岐阜市司町４０−５
ＴＥＬ：058-262-2924 ＦＡＸ：058-262-8754
Ｅメール :library1@city.gifu.gifu.jp

