Take free

開館１周年記念イベント
「伊東さんといっしょに語
ろう。みんなの森、図書
館のこと」

岐阜市立図書館だより

イベント報告
こわ〜いおはなし会

２０１６年８月号

著者に会いたい
高畠 純さん編

7 月 18 日（月•祝）、中央図書
館開館 1 周年を記念して、小学
生限定の「こわ〜いおはなし会」
を開催しました！おはなしのへ
やの入り口には黒いガイコツが
飾られ、部屋の中には行灯とろ
うそく…いつものおはなし会と
は違う空気を感じました。少し
暗くなった部屋に子どもたちは
ワクワク・ドキドキ。

7 月 24 日（日）、岐阜県在住の
絵本作家•高畠 純さんをお招き
して、「著者に会いたい」を開催
しました。
まず始めに、聞き手の吉成館長
が高畠さんのお話を聞きました。
子どもの頃に遊んだ思い出につ
いてや学生時代に書店で絵本展
を見たことが絵本作家になった
きっかけになったことなどを
語っていただきました。

その後、子どもも大人も参加者
全員で「動物しりとり」を行い、
思い付いたどうぶつを順番に
言って行きました。
次に、イヌやゾウなど動物の絵
の描き方のワンポイントレッス
ンもしていただきました。
最後に、高畠さんに大型スクリー
ンで自著の絵本の読み聞かせを
行ってもらい、ダジャレやなぞ
なぞで参加者みんなが笑顔に
なって終わりました。
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７月１７日（日）、「伊東さんと
いっしょに語ろう。みんなの森、
図書館のこと」を開催しました。
メディアコスモスを設計した建
築家の伊東豊雄さんをお招きし、
岐阜市立図書館の子ども司書や
図書館長の吉成も参加し、三者
でメディアコスモスの今までと
これからについて語り合いまし
た。
まず映像でこの１年の振り返る
ことから始まります。開館した
ときの様子や今まで行ってきた
イベントの様子などが流れまし
た。

最後に館長と伊東さんによる
トークです。震災についても話
が広がりました。震災後に建て
られた仮設住宅を見て、居心地
の良さなどを意識しないただの
箱（ハウス）になっていると感
じた伊東さんは、縁側や薪ストー
ブがあるような、ホームを感じ
られる集会場を作りたいと考え、
東北に通うようになったそうで
す。集会場は老若男女にわかり
やすいよう「みんなの家」と名
づけたことをお話しされました。
館長もこのメディアコスモスに
も「みんな」というフレーズが
付いていることに触れ、子ども
からお父さんお母さん、おじい
さんおばあさんまで、ここの場
所に来るひとりひとりのための
場所になりたいと話しました。

「調べ

い。」

お手伝

郷土
「モロブタ」って…なに？
レファレンスカウンターに
は、毎日様々な調べ物の相談
がやってきます。
「○○という作家の本がある
か知りたい」ということから
「国会図書館の資料を取り寄せ
てほしい」ということまで内
容は様々です。

月

次に子ども司書がトークに入り
ます。館長から出される「自分
にとって一番居心地がいい場所
は？」「メディアコスモスの中で
一番好きな場所は？」などのお
題の答えをボードに書き、伊東
さんや観客に向けて発表しまし
た。自分の部屋の押入れの中が
居心地いいと答える子や、メディ
アコスモスのとある部屋の、壁
と柱の間にあるスペースが好き
と答える子もいて、伊東さんも
子どもたちの答えを楽しそうに
聞いていらっしゃいました。
その後、子ども司書から伊東さ
んへの質問コーナーも行い、「建
築などのデザインはどうやって
考えているんですか？」や「伊
東さんがメディアコスモスで好
きな場所はどこですか？」など
の質問が飛び出しました。子ど
も司書のみんながメディアコス
モスで好きな場所はテラスや本
の蔵が多かったのですが、伊東
さんもテラスが好きだそうです。
縁側のようなイメージで造った
ことや、テラスがある図書館は
全国でも珍しいというお話をし
ていただきました。

“くらいくらーいおはなし” では
繰り返しの言葉に思わず笑っ
ちゃう子どもたちでしたが、“は
らぺこピエトリン” からゆっく
りと迫る恐怖に押し黙っていき、
そのうち部屋の中は静かになり
ました。兄弟で体を寄せ合う子
どもたちや一人で姿勢を崩さず
に黙って聞く子どもたち…おは
なしの最中に外へ出る子はほと
んどいませんでした。やがて、
部屋が真っ暗になると、ひとだ
まの光がゆらゆら動いていきま
す。しかもその色が赤だったり
青だったり、不思議な光景に子
どもたちは周りを見つめていま
した。お土産にガイコツをもらっ
ておはなし会は終わりました。

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

最後に館長が開館時に掲げた「子
どもの声は未来の声」を紹介し
ました。ここは子どもの成長を
見守る場所を目指しているので、
子どもたちが上げる声もみんな
で温かく見守っていきましょう
という理念です。子どもたちは
10 年も経てば岐阜市を背負う
大人に成長するため、その時ま
でずっと関わり続けていける場
所になりたいと話しました。こ
れを聞いた伊東さんも、今日参
加した子ども司書に、それまで
ここに通って、ここを生き生き
した生きた場所にしてほしいと
思いを託されました。

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

28 29 30 31

その中でも最近、司書Ｔが
遭遇した岐阜市の郷土に関係
するレファレンスといえば、
「モロブタ」！！
それがどういう形状なのか、
写真があるのかないのか…そ
んなレファレンスを受けまし
た。「モロブタ」は「諸蓋」の
ことで、鮎を入れる箱でした。
昔はこれに鮎を入れて運んだ
そうです。

レファレンスカウンターで
は毎日本当に様々なご相談が
来ますが、その話はまたの機
会に…。

…全館休館日
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はじめはおとなの観客に緊
張していた子どもたちも、自
分の言葉を自分の内で探りな
がら、伊東さんに、私に、素
直に質問をしっかりと投げて
くれた。例えば、気持ちのよ
い場所はどこですか？という
私の問いへの子どもたちの答
えは、図書館の室内ではなく
ドアの外側の縁側のようなと
ころで風を感じながら本を読
めるところが好きという意見
だったり。逆に本の蔵のよう
な狭いところが好きだった
り。伊東さんは、外に近い感
じで居られる図書館にした
かった。仕切り壁もできるだ
け造りたくなかったと率直に
応じてくれた。聞いてみなけ
ればわからなかったこともあ
るし、実際この空間を利用し
てみることでわかってきたこ
ともたくさんあった。

十年先を考え、
図書館の未来へ
つなぐ

開館１周年を記念してイベントを行いました。詳しくは中の記事をご覧ください。いつも
利用してくださる方も、今回初めてお越しいただいた方も皆さんありがとうございます。

次に、伊東さんにメディアコス
モスの設計についてお話してい
ただきます。構想段階のラフス
ケッチなどの資料を見せていた
だきながら、岐阜に来たときに
緑が少ないと感じたため緑に囲
まれた施設を作りたいと思った
ことや、周りの山の形と調和す
るように曲線の屋根にしたいと
思ったことなどをお話していた
だきました。
そこから出来たのが、メディア
コスモスの特徴である波打つよ
うに木材を組んで造られた屋根
です。この広大な屋根を上から
ドローンで空撮した映像も見せ
ていただき、会場のみなさんも
見入っていました。
他にもグローブ（中央図書館に
吊り下げられている白い傘のよ
うなもの）の役割などを直接教
えていただきました。

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

aug

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

メディアコスモス開館から
一年が経ったので、それなら
ば施設を設計したひと伊東豊
雄さんと、運営するひとカン
チョーと、子ども司書一期生
の子どもたちの三者で、みん
なでいっしょに対話をしてみ
ることにした。

21 22 23 24 25 26 27

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

この場所を気に入って通ってくださる利用者
の方やボランティアさん、子ども司書からの
メッセージを展示しています。
また、「みんなの木」と題して、館長や司書
が考えたアイディアからどんなイベントや取
り組みが生まれたのか、これからどう広がっ
ていくのかを木に例えて展示しています。

オープンに際して館内に掲
げた私たちの理念「子どもの
声は未来の声」は、この一年
の歩みを通してさらに確かな
活動へと結びつつあると私は
思う。いま、様々なかたちで
出会う子どもたちは、十年後
には岐阜市を背負うおとなに
なる。それまでの間、ずっと
図書館に関われるような多様
な機会や参加の仕組みを準備
しておくことは私たちの仕事
だ。
十年先、二十年先を考えな
がら、今ここに居る子どもた
ちの育ちをあたたかく見守る
図書館であり続けたいという
のは私だけではなく、分館や
図書室等の全ての市立図書館
に関わる職員たちの願いでも
ある。
岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
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開館１周年を迎えました！

展示
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本

岐阜市立図書館

あの町へ “はじめまして”

ﾏ）

レジャーや帰省など、外出の機会が増える季節ですね。行き先を決めかね
ている、忙しくて時間に余裕がない…そんな方にこそ手にとっていただき

ｺﾞ）

図書館にある旅行ガイド本もぜひ活用いただきたいのですが、その地域を
もう少し掘り下げて知りたい方には、少部数発行の冊子「リトルプレス」
がおすすめです。そこで暮らす人ならではの目線で書かれた文章、そして
妥協のない写真やデザインから、町の素顔が見えてきます。
まずはオールカラーのこちらの本で、その独創性に触れてみてください！

【新着図書】

ローカルメディアのつくりかた
影山 裕樹／著

学芸出版社

（361.4

ｶ）

地域の魅力を伝えるための本づくりには、外からきた人々が関わることも
あります。つくり手たちはどのように地域とつながり、試行錯誤しながら
発刊の日を迎えたのでしょうか。
二冊目に紹介した『ご当地発のリトルプレス』とあわせて読むと、「リト
ルプレス」に込められた思いをより身近に感じていただけると思います。

8/12 中央図書館
（金） 第４回みんなの図書館
シアター
「親子で楽しむみんな
の図書館シアター」

14:00~（開場 13:30）
今回は特別に、映画が始まる前に「ようこそムーミン谷
へ」と題して、カンチョーがムーミンの作品や作者のトー
ベ・ヤンソンについてお話します。

「劇場版

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（先着順）
申込み：事前申込不要※当日 13:00 より、ホール前にて
整理券を配布します。
参加費：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

8/17 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

ぎふメディアコスモス２階
つながる読書のへや

泣ける本

テーマ：

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
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8/21 中央図書館
（日） 第 4 回子どもと本と遊ぶ日

「つみきあそびを極める！」

ゲスト：加藤 理香さん（おもちゃコンサルタントマスター）
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
定 員：20 名（先着順）
対 象：小学生
持ち物：バンダナサイズのハンカチ・ハサミ
申込み：岐阜市立中央図書館窓口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

中央図書館
長良川大学講座（第 36 回文学ライブ ）
「岐阜を舞台にした文学
−岐阜を訪れた作家たち−」
※9 月 1 日は文学ライブとして、時間を 30 分延長

②9/8（木）
③9/15（木）

午後 1 時 30 分〜午後 2 時
午後 2 時〜午後 3 時 30 分
午後 1 時 30 分〜午後 3 時
午後 1 時 30 分〜午後 3 時

④10/13（木）

午後 1 時 30 分〜午後 3 時

⑤10/27（木）
⑥11/24（木）

午後 1 時 30 分〜午後 3 時
午後 1 時 30 分〜午後 3 時

①9/1（木）

宮部 みゆき／著

小学館

F ミヤ

ポイズンドーター・
ホーリーマザー
湊 かなえ／著

天才

石原 慎太郎／著

光文社

幻冬舎

F ミナ

F イシ

どこかでベートーヴェン
中山 七里／著

宝島社

羊と鋼の森
宮下 奈都／著

文藝春秋

F ナカ

F ミヤ

岐阜市立図書館では地域のサッカーチーム FC 岐阜と連携し、
選手のおすすめ本を紹介したリーフレット配布や、展示を行います。

積み木やおもちゃを使って遊びやゲーム、おはなしを作ります。
みんなの想像力でつみきあそびを極めよう！

13:30~15:00

希望荘

「FC 岐阜と一緒に本を読もう！ Vol.７」
〜図書館で見つかる！選手のおすすめ本〜

10:00~12:00

ムーミン谷の夏まつり」

（2008 年 フィンランド 約 87 分）
大洪水に巻き込まれ、離ればなれになってしまった
ムーミン一家と仲間たちの夏の日の物語。

場

イベント
案内

予約 1
BEST 2
3
4
5

書架紹介

（070.2

分館

パイインターナショナル

暑い季節がやってきました︒

PIE BOOKS ／編著

岐阜市立図書館分館の７類
のコーナーでは野球特集を
やっております︒

ご当地発のリトルプレス

８月は全国高校野球選手権
大会が開催されるため︑高校
野球に関する本や︑野球のルー
ルについての本のほかに︑地
元球団でもある中日ドラゴン
ズの本も集めて展示しており
ます︒

今年の夏は︑野球でもっと
熱くなりませんか？

たい一冊です。
行ったことがないのはもったいない、という理由だけで全都道府県を訪れ
てみることにした著者。ときに観光名所をとばし、夜ごはんは宿にて売店
のお惣菜、という気ままな旅行記が、知らない町への一歩をそっと後押し
してくれるでしょう。

NEWS

調べ物の頼りになる味方﹁レ
ファレンス協同データベース﹂を
ご存知でしょうか︒
レファレンス協同データベース
︵以下レファ協︶とは︑国立国会
図書館が全国の図書館等と協同で
構築している調べ物のためのデー
タベースで︑レファ協のホーム
ページから参加館が公開している
レファレンス事例を誰でも見るこ
とができます︒

（291.0

ちょこっと

以前に﹁水五訓について知りた
い﹂というファレンスを受けたと
き︑レファ協のお世話になったこ
とがあります︒﹁水五訓﹂は黒田
如水や王陽明の言葉という説があ
りますがどちらも誤りのようで︑
レファ協がなかったらとうてい調
べきれなかった事例でした︒

幻冬舎

興味がおありの方は︑一度レ
ファ協のホームページで検索して
みてください︒
岐阜県図書館のホームページの
調べ物案内のページでは︑岐阜県
図書館がレファ協に公開している
事例と︑地図に関連したレファレ
ンス事例を見ることができます︒

レファ協のイメージキャラクター
﹁れはっち﹂

４７都道府県女ひとりで行ってみよう
益田 ミリ／著

２０１６年８月号

レファレンス協同
データーベース

おすすめ

岐阜市立図書館だより

★リーフレット
「FC 岐阜と一緒に本を読もう！ Vol.7」
〜図書館で見つかる！選手のおすすめ本〜
FC 岐阜の選手１１名によるおすすめ本を紹介したリーフレットを７月下旬
より、岐阜市立図書館の各館・各図書室にて、配布しています。
★展示
７月２７日（水）〜８月２９日（月）分館
８月３１日（水）〜９月２６日（月）中央図書館
岐阜市立中央図書館、分館で、選手のおすすめ本などＦＣ岐阜に関連した
展示を行います。入場は無料です。詳しくは HP でご確認ください。
問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

講

岐阜市司町 40−５

師：三木 秀生氏（中部学院大学講師）
小瀬 千恵子氏（岐阜女子大学文化創造学部客員教授）
東 道人氏（伊奈波神社宮司）
後藤 左右吉氏（岐阜県歌人クラブ会長）
林 正子氏（岐阜大学副学長・地域科学部教授）
演 奏：玉木 鶯洞氏（二胡奏者）・玉木 宣子氏（ピアニスト）
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
玉木鶯洞・宣子氏による二胡•ピアノ演奏
（事前申し込み・先着順）
「川端康成
申込み：8 月 1 日（月）午前 9
「山口誓子と鵜飼」
時から、岐阜市立中央図書館の
「詩人野口雨情の岐阜における足跡」
窓口もしくは電話にて受付開始
「
〈世界農業遺産認定記念〉長良川を詠んだ歌人たち」 受講料：無料
問合せ：岐阜市立中央図書館
「水上勉『その橋まで』における<橋>の象徴性」
ＴＥＬ：058-262-2924
「丹羽文雄 『鮎』・母と子の岐阜」

