岐阜市立中央図書館が
開館してから１年が
経ちました。

Take free

絵本を製作するなど、本を通し
て自分を表現することも学びま
した。ここから巣立った子ども

岐阜市立図書館だより

この一年の歩み

が「小さな司書のラジオ局」です。

来てみたくなる」をモットーに、

と思いますが、市内の中高生か

の岐阜市立図書館でも大変な活

にいることがきもちいい」「ずっ

一本の小説を仕上げるという

司書たちはそれぞれの学校現場

躍をみせてくれています。それ

とここにいたくなる」「何度でも

での活躍が期待されますが、こ

滞在型図書館を標榜し、「ここ

利用者の皆さんが図書館の中に
いるだけでワクワクできる空間
を提供することに努め、その手

「今日の読まれてなさそうな本

のコーナー」「子どもとおとなの
ホンネシリーズ」など、わたし

で企画し、台本を書きあげ、本

の枠組みを超える「次世代型図

たち公共図書館ではまずやらな

ごたえも感じています。

また、これまでの公共図書館

書館」として４つのテーマを柱

い企画を子どもたちが自分たち
番に臨みました。

と、本番の緊張した面持ち。そ

この１年間の岐阜市立中央図書

仲間と相談しながら本当に楽

とした事業を行ってきました。
この４つのテーマを通して、

館の事業を紹介します。

しそうに企画を考えていた表情
のどちらもが子どもたちの経験
となり未来を生きる糧となるで

す。（再放送有り）詳しくは HP

人こそが最大の資源であると考

しょう。このラジオは FM わっ

１．子ども育成

教育立市を掲げる岐阜市では

えており、この図書館は岐阜市

ちで毎月１回オンエアしていま
をご覧ください。

と、大変にハードルが高いこと
らたくさんの応募がありました。
どれも思ったよりレベルが高く、
なによりも応募してくれた方た
ちの熱い思いを感じました。そ
れは朝井さんにも届いていたと
思います。

また選ばれた中高生たちは、

自分の作品を大勢の前で発表し、
認められ、作家との交流をもつ
という経験をし、これから生き
ていく上で背中を押されたこと
は間違いありません。当イベン
トは開館記念イベントとして一
回きりのつもりでしたが、大変
好評なので恒例イベントにする

を紹介します。

２０１６年７月号

人の好きな本を知るという事は
その人自身を知ることでもあり
ます。

また、より直接的に本を通じ

その一つが「みんなの図書館

おとなの夜学」です。この事業

では「岐阜にいながら知らなかっ
た岐阜のこと」をテーマに毎回
様々なゲストを講師に行いまし
た。平成 27 年度は鵜飼や古墳

などそれぞれ異なるテーマで４

回行いました。「夜学」とは言い
ますが、学術的なものというよ
りは岐阜に関するトリビアのよ
うな、身近で親しみやすい、楽

しい講座になりました。アーティ
ストの日比野克彦氏と日本画家
の神戸智行氏による書初めライ
ブなど毎回仕掛けがあり充実し

てつながってもらう試みとして
毎月行っているワークショップ
「わたしのおすすめ本」では、同
じ場所に集まってテーマに沿っ
たおすすめ本をみんなで紹介し
ました。

「本で人をつなげる」という意

味では、最も強く人をつなげる
試みとして行ったのが「としょ
こん！〜草食系のためのナイト
ライブラリー〜」です。未婚男
女が本をテーマに交流を持つ婚
活イベントですが、思っていた
以上に参加者が集まりイベント

中も活発に交流がなされました。
いくつかのカップルも誕生して
いたように思います。やはり本

４．ビジネス支援

図書館は調べものをするとこ

ろでもありますが、これから会
社を始めよう、始めたけれど、
中々うまくいかないという方を
支援する事業も行っています。
そのうちのひとつとして毎週木
曜日に「ビジネスチャレンジ支
援相談窓口」をレファレンスカ
ウンターに置いています。経営
相談の専門家と一緒に、図書館
司書も相談内容に応じた資料を
そろえて相談者に紹介していま
す。今年度は相談者の中からメ
ディアコスモスのワイワイ広場
で出店を始めた方もいらっしゃ
いました。他にもビジネス支援
セミナーやビジネス支援のため
の展示なども行い、積極的なビ
ジネス支援に努めています。

には人をつなげる力があるので
す。

「まちライブラリー」という試

番のキラーコンテンツは、なん

います。学校教育とは別の角度

２．郷土の魅力

の「知の拠点」としてその理念

といっても郷土の資料です。地

から子どもたちの視野を広げ、

市町村の公共図書館として一

を実現するための一翼を担って

YA（ヤングアダルト）対象には、
開館記念イベントとして「めざ

中でも第１期「子ども司書講

せ直木賞作家！ぼくのわたしの

座」では地域や学校で活躍でき

たイベントになりました。

ことにしました。今秋開催する
第２回も楽しみです。

域の事が知りたければ地域の図

興味を掘り起し、表現力や創造

書館に来ればいい。そう思って

力を育成する事業に取り組んで
きました。

ショートショート発表会」を行

る子どもたちの育成を目的に始

いました。直木賞作家の朝井リョ

いただくために公共図書館は地
域資料を重点的に収集します。
岐阜市立図書館ではそこから

一歩進めて、郷土の魅力をより
積極的に図書館から利用者に伝
えていけるよう取り組んでいま

みが全国で広がりつつあります。
商店や病院、お寺などに個人が

３．本がつなぐひとまち

読書というのはとても個人的

なことですが、その体験をたく
さんの人と共有することで人と
人の輪が広がり、一人で本を読
むのとは違った楽しみを得るこ
とができます。展示グローブの
「みんなの Library」は、利用
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ウさんを招いて実施したこの企

8

めました。４日間１６コマの講

者がおすすめする本を展示して
います。ここに立ち寄ったたく

2

座に、抽選で選ばれた約２０人

す。大変に難しいことで、長い

1

画ですが、自作の短編小説を中

さんの人たちは本を通じて紹介

土

の小中学生が参加しレファレン

時間をかけて取り組んでいかな

金

高生から募集し、選ばれた作者

してくれた人たちと間接的につ

7
木

スや本の分類、読み聞かせの技

くてはならないことですが、こ

作る小さな図書館の事です。こ
のまちなかの小さな図書館にひ
とが集まり、本でまちと人がつ
ながっていけるのです。岐阜市
立図書館ではこの「まちライブ
ラリー」提唱者の礒井義純さん
を講演会に招きました。たくさ
んの商店主など、これから「ま
ちライブラリー」をやってみた
いという関心を持った方たちに
集まっていただきました。岐阜
市でもこれから徐々に動き出す
のではないかという手ごたえを
感じています。

6
水

が朝井さんと作品について話を

ながったことになります。その

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

の一年間に取り組んできた事業

5
火

するというイベントです。

4
月

術などを習得しました。また、

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

ちょっぴりうれしそうな、
ちょっぴり楽しそうなひとは
すぐわかる。
ちいさな子どもも、赤ちゃ
んやお母さんやお父さんも、
おじいちゃんもおばあちゃん
もいる。急いでいるひとも、
のんびり一日過ごしているひ
とも。

31
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ここで紹介しきれなかった事業
もたくさんありますが、図書館
には大人から子供まで色々な人
たちが色々な目的をもってやっ
てきます。その人たちが図書館

で「知」に触れ、人や本と出会い、
それぞれがこれから生きていく
上でこの図書館を役立て、未来
に向かう後押しができるような

施設でありたいと考えています。
これからの図書館にも注目して
ください。

…全館休館日
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司書の知識だけでなく手づくり
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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

「みんなの森」と記された
シンボルマークをみなさんは
ご存じだろうか。
本をイメージしたシンプル
なデザインといっしょにそう
言葉が添えられている。私は
この一年ずっと、「みんなの
森」のみんなが意味するもの
のことを考えてきた。

17 18 19 20 21 22 23

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

みんなとは顔の見えない抽
象的な記号のことではない。
それはここにやって来るひと
りひとりの私やあなたのこと
だ。

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
それがここにいる私の実感
であり、これからの希望でも
ある。私はまだ見ぬあなたと
出会いたい。
でも、苦しそうなひとも、
悲しそうなひともきっといる
だろう。外側からではわから
ない。
いろんな理由があっても、
ただ何となくでもいいのだけ
れど、いろんな考えやアイデ
アをもったいろんなひとがこ
こに集まって来ることが大切
なのだと私は思う。
いろいろいると誰かと誰か
が出会うから。どこかで何か
が始まるから。

みんなとはだれの
ことなのだろう？

JUL

岐阜市立中央図書館が開館し１年が経ちました。今月は開館１周年記念イベントや
色々な催し物があります。詳しくは、中ページのイベント案内をご覧ください。

一周年に寄せて。

岐阜市出身の作家・奥田英朗さんの描く幅広
い人物像にスポットを当てた展示です。
著書の中から垣間見る奥田さん自身の人物像
も紹介しています。この展示を見てから奥田
さんの作品を読めば、より深く味わえると思
います。ぜひご覧ください。
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gifu city
library

2016

奥田英朗の描く人物像

展示
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Take free

岐阜市立図書館だより
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Take free

おすすめ

本

岐阜市立図書館だより

夏だ ! 山へ行こう

山と渓谷社 （291.5

今年の夏は山に登ってみてはいかがでしょう ?
こちらの本では、岐阜からでも気軽に行けそうな東海周辺の山登りスポッ
トを紹介しています。難易度や歩行時間・距離・コースの写真等も載って
いるので、自分のレベルに合わせた山を見つけることができるはずですよ。

対

山登りトラブル回避 & 対処マニュアル

募集期間：平成２８年７月１日〜７月末
（応募していただいた方には、８月頃に予定して
いる企画会議に参加していただきます。）
問合せ・申込み：岐阜市立中央図書館

雑誌紹介

東部図書室には、あらゆる世代に合わせて
約 40 タイトルの雑誌を置いております。
これから暑い夏もやってきます！涼みが
てら雑誌でも読みに来ませんか。
今回、新たに２タイトルの雑誌を入れま
した。頑張る女性の応援雑誌です！
もうすぐ夏休み！子どもやお孫さんと一
緒にぜひ気軽に遊びに来てくださいね♪

（株）ベネッセコーポレーション

山ごはん 12 ヶ月
ネコパブリッシング (596.4 ヤ )
山登りの醍醐味といえば、疲れた体に染み入るご飯もそのひとつ。お弁当
もいいですが、その場で作りたてを食べるなんて、過程も合わせて素敵な
思い出になると思いませんか ?
こちらの本では、身近な食材や加工食品を使ってできるものから、バウルー
を使ったホットサンド、さらにスイーツまで、簡単・お手軽・スピーディー
に作れる、おいしいレシピが紹介されています。緑とおいしい空気とご飯、
そして心地いい疲れ。ぜひ、仲間 ( もちろん一人でも ) と素敵な山の思い
出を作ってください。

中央図書館
平成２８年度 小学生
向け調べもの講座
「すすめ！
メディコス探検隊‼」

8/2
（火）
8/9
13:00~15:00
（火）

イベント
案内

クイズをしながら図書館の使い方
や本の探し方について楽しく学ん
でみよう！ ※内容は両日同じ

対
場

象：小学生
所：みんなの森 ぎふメディアコスモス２階
中央図書館 おはなしのへや
定 員：各回 15 人（先着順）
申込み：平成 28 年 7 月 1 日（金）から電話・FAX
または中央図書館窓口にて受付
参加費：無料
持ち物：筆記用具、時計（無くても構いません）
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町４０−５
ＴＥＬ：058-262-2924
FAX：058-262-8754

7/20 中央図書館
（水） ワークショップ

わたしのおすすめ本
展示

18:30~19:30
毎月違ったテーマで本のＰＯＰを作成するワークショッ
プを開催します。本や人に出会えるナイトイベントです。
みんなで楽しく展示を作りましょう！作った POP は展
示グローブの「みんなのライブラリー」に展示します。
所：みんなの森
中央図書館

ホラー

ぎふメディアコスモス２階
つながる読書のへや
申込み：不要

問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

岐阜市司町 40−５

7/17
（日）
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中央図書館
岐阜市立中央図書館
１周年記念イベント
子どもと本と遊ぶ日
スペシャル

13:30~15:30
「伊東さんといっしょに語ろう
みんなの森、図書館のこと」
お気に入りの場所ってどこ？そもそもここはどんなイ
メージから生まれたところなんだろう。みんなの森を
語ろう。子ども司書たちと。設計したひと伊東豊雄さ
んと、ここで働くひと吉成カンチョーと。
場

（株）宝島社

予約 1
BEST 2
3
4
5

【新着図書】

テーマ：

活 動 例：
・図書館の本に関するイベントの企画と実施
・館内の書架ディスプレイや展示グローブの
企画、運営
・その他図書館内外での読書に関わる事業
など

大泉書店 (786.1 ノ )

山登りは楽しいアウトドアですが、遭難などの危険が伴うものでもあり、
登山者の悲しいニュースも毎年よく耳にします。素人・玄人・どんな山で
も、甘く見ないで万全な知識と対策をすることが必要不可欠です。
こちらの本では、山登りでの自然災害への対処やあらゆるトラブル回避、
いざという時の行動などが、イラストを使って分かりやすく解説されてい
ます。各項で NG な対処方法が紹介されているところも参考になりますよ。

場

象：１５歳以上で図書館関連事業に高い意
欲を持つ市民

東部図書室

NEWS

ちょこっと

図書館や本に関するあらゆる活動を企画・運営
する「ぎふライブラリークラブ」設立し、メン
バーを募集します。
やる気と想像力次第で色々な活動ができます！
ぜひお申込みください。

ﾄ）

じめじめした梅雨が終わると、青空広がる夏のはじまりです ! そういえば、
富士山の山開きも 7 月ですね。暑さに負けない体作りやストレス発散に、

野口 いづみ / 編

岐阜市立図書館

ぎふライブラリークラブ会員大募集 !

東海周辺週末の山登りベスト１２０
西山 秀夫／編

２０１６年７月号

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：伊東 豊雄さん （建築家）
定 員：80 名（先着順） 対象：親子
申込み：平成 28 年 6 月 15 日（水）〜7 月 16 日（土）
に電話または岐阜市立中央図書館窓口にて
受付
受講料：無料
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

7/23
（土）

ポイズンドーター・
ホーリーマザー
湊 かなえ／著

光文社

宮下 奈都／著

文藝春秋

F ミヤ

幻冬舎

F イシ

羊と鋼の森
天才

石原 慎太郎／著

F ミナ

硝子の太陽 Rouge
誉田 哲也／著

光文社

ツバキ文具店
小川 糸／著

幻冬舎

F ホン

F オガ

分館
ファッションライブラリー
平成 28 年 7 月の生活デザイン講座

13:30~15:00
「巻結びミサンガを作ろう」
巻結びによるミサンガの作り方を体験し、テキスタイル素材の構造を学びます。
講 師：太田 幸一氏（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
定 員：15 名 ※要事前申し込み
持ち物：はさみ、手芸糸（刺繍糸を推奨。太さは 25 番ぐらい）４色程度
受講料：無料
申込み：平成 28 年 7 月 4 日（月）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（先着順）
問合せ：岐阜市立図書館 分館 岐阜市橋本町 1-10-23 ＪＲ岐阜駅東高架下
ＴＥＬ：058-268-1061

7/24
（日）

中央図書館
著者に会いたい

〜高畠 純さん編〜

13:30~15:00
絵本作家の高畠純先生をお招きし、作家になったきっかけや

制作秘話、おすすめ本についてお話ししてもらいます。
高畠さんによるお絵かき教室もあります。
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
出演者：高畠 純さん（絵本作家）
聞き手：吉成 信夫館長
定 員：５０名（事前申し込み・先着順）
対象：４歳〜大人まで
申込み：岐阜市立中央図書館 カウンターまたは電話にて受付
受講料：無料
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−5
ＴＥＬ：058-262-2924

