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イベント報告
斉藤 洋さん来館！！

その内側には、一冊ずつ立て
かけた本とコメントがたくさ
ん並んでいる。

そう、メディアコスモス中央
図書館の正面奥にある、あの
白い巨大な傘に包まれた楕円
形の空間のことだ。

ここは、「みんなのライブラ
リー」と名付けた、市民（も
ちろんおとなも、子どもも）
が自分で本を選んでディスプ
レイする市民の本棚。
開館当初から本が入れ代わり
立ち代わりしながらこの場所
にずっとある。

ぎふライブラリークラブ
会議

「図書館に色々なことをやりたい
人が集まって、そこで化学反応
が起こると感じた」
自己紹介の時点で、参加された
方たちの強い気持ちを感じます。

そして今月、ついに、まちの
中に新たなライブラリーがデ
ビューする。
毎月、第３水曜日の夜にやっ
ているのは、「わたしのおす
すめ本展示のワークショッ
プ」。もちろんこれも市民の
みなさんに自由に毎回参加し
ていただいている。

みんなのライブラリーという
名前の展示グローブのことを
ご存じだろうか。

９月４日（日）
、ぎふライブラリー
クラブ会議の初めての企画会議
を行いました。

「図書館でやってみたいことを
発表してください」と言うと、
まあ出るわ出るわ。雨後の筍。
行政からは出てこなかったよう
な発想がどんどん出てきました。

９月５日（月）
、作家の斉藤 洋さ
んがぎふメディアコスモスに来
館されました。
「ルドルフとイッ
パイアッテナ」をはじめ多くの
本を出版されており、幅広い世
代から愛されている作家さんで
す。

２０１６年１０月号

ぼくのわたしのショート
ショート発表会
選考作品が決定！

図書館文学部「走れ！人
間失格 太宰治―どうし
ても欲しかった芥川賞―」
９月１７日（土）
、岐阜市立図書
館 分館にて図書館文学部「走
れ！人間失格 太宰治―どうし
ても欲しかった芥川賞―」とい
う講演会を行いました。

8
土

皆さん、ぎふライブラリークラ
ブをご存知でしょうか。ご存じ
なはずはありません。できたて
ホヤホヤのクラブです。

仕事でやっている我々図書館員
と、図書館が大好きでこういう
場に来てくださるクラブメン
バーでは視点が違うのかもしれ
ませんね。だけど重なる部分も
あります。

岐阜の方ならご存知の方も多い
と思いますが、
「ルドルフとイッ
パイアッテナ」のルドルフは岐
阜出身。
先日、岐阜市からルドルフに発
行された特別住民票なども展示
している「ルドルフが生まれ育っ
たまち・岐阜」のミニコーナーや、
斉藤さんの著作本が並んだ本棚
をご紹介しました。
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金

ぎふメディアコスモスは「知の
拠点」
「文化の拠点」
「絆の拠点」
であり、図書館はこのうちの
「知の拠点」の役割を主に担っ
ています。
ですが当館は欲張りなので「知
の拠点」だけに留まるつもりは
全くなく、ここで本を通して人
と人がつながり交流し、市民を
主役に何かが始まる、そんな場
所にしていきたいと考えていま
す。
こうした考えから発足したのが
「ぎふライブラリークラブ」です。

多くの方からお申し込みがあり、
定員を上回る 57 名の方が参加
されました。講師は愛知県立大
学 准教授の若松 伸哉さんです。

6
木

ぎふライブラリークラブは「市
民が自主的かつ主体的に図書館
関連事業の運営にかかわるため
の活躍の場」
、つまりみなさんが
「図書館でこんなことやりたい
な」と思ったことを自分で実現
できる場なのです。

「人間失格」と漫画「DEATH
NOTE」の主人公の共通項を皮
切りに、太宰治が尊敬してやま
なかった芥川龍之介への思いな
どを芥川賞をめぐるスキャンダ
ルとともに解説していただきま
した。

９月２３日（金）
、東京は集英社
さんにてショートショート発表
会の作品選考のため、朝井 リョ
ウさんと打ち合わせを行いまし
た。
朝井さんや担当編集者さんにお
会いするのはほぼ一年ぶりです。
やはり朝井さんは爽やかなイケ
メン。眩しすぎます。
朝井さんには事前に、たくさん
の中高生のみなさんから応募し
ていただきました 68 作品をお
送りして目を通していただいて
いました。
ご挨拶の後、早速作品の選考に
あたります。
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ビジネス支援相談窓口では、
相談を受けるコーディネー
ターに司書が同席して、相談
内容に適した資料の情報の提
供を行っています。

事例紹介
＜相談者の方＞
食品加工業者の方
「お茶の新商品のパッケージを
検討中。試作品を見て、意見
が欲しい。
」と試作のパッケー
ジを見せてくださいました。
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水

「図書館のお泊り会をやってみた
い」
「好きな本の交換会がやりたい」
「大人のための絵本の読み聞かせ
があってもいいのでは？」
と、どんどんアイデアがわいて
きます。
「やりたいこと」を話し
ている人の顔ってのは大抵笑顔
ですね。新たな発見です。

また、国語の教科書でおなじみ
の「走れメロス」について従来
の読み方とは異なる、正義・友
情の白々しさについて、日中戦
争との関連を踏まえながら解説
していただき、熱心に耳を傾け
る人の姿が見られました。

4
火

市民のみなさんからクラブ会員
を募集したところ、未成年の方
から高齢者人生のベテランの方
までたくさんの方から申し込み
をいただきました。

この時いただいたサインを岐阜
市立図書館の児童レファレンス
コーナーに飾っていますので、
ぜひご覧ください。
図書館では「ナツカのおばけ事
件簿」シリーズや「白狐魔記」
シリーズなども人気です。
ぜひ色々な本を読んでみてくだ
さいね！

058-262-2924
058-268-1061
058-233-8170
058-241-2727
058-234-1633
058-240-2702
058-388-2026
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近いうちに、このクラブから生
まれた事業を市民の皆さんに届
けられると思います。ご期待く
ださい。
「私もこのクラブに入ってみたい
ぜ！」っていう方は是非ご連絡
ください。

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
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「（図書館の）よその人でありた
くない」

ご意見を聞いていて、印象に残っ
たのは、朝井さんが作品を評価
するときに、「この一文が良い」
という評価をよくされました。
出だしの一文であったり、印象
的な表現であったり。たった一
文がその作品の印象を大きく変
えてしまうこともあるのだなと
思いました。
いずれも劣らぬ力作ばかりです
ので、みなさまぜひ、１０月２９
日（土）
、
「ぼくのわたしのショー
トショート発表会」をみに来て
くださいね！

＜コーディネーター＞
試作品を見ながらアドバイス
をされます。
＜司書＞
何か参考になる資料を…と、
まずは商品包装に関する本を
検索し、商業に関する本の棚
（6 類）から、「プレゼントし
たくなるパッケージデザイ
ン」、「おみやげのデザイン」
などの食品のパッケージデザ
インに関する本をご紹介しま
す。それから、ラッピングに
関する本も参考にしていただ
けるかと思い、6 類からは離
れたところにある礼儀作法・
贈答に関する本の棚（3 類）
から、
「きほんのラッピング便
利帳」、「フードを包む」など
の本をご紹介しました。

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
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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
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…全館休館日

16 17 18 29 20 21 22

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
こうやって、まちのなかに図
書館の考え方が流れ出し、私
たち図書館の中にもまちづく
りの考え方が流れ込む。
図書館だけでなく、本がきっ
かけでいろいろな場所でひと
が出会えるまちになっていけ
たらと願わないではいられな
い。
私たち公共図書館とは別に、
図書館周辺の商店主さんや神
社さんがそれぞれの軒先に小
さな本棚を置く「ぎふまちラ
イブラリー」が始まるのだ。
軒先で本を読んでもいいし、
お店によっては借りていくこ
ともできるはずだ。

gifu city
library
10

OCT

まちの中へ流れ出す

10 月は、図書館の目玉イベント「ショートショート発表会」や「１周年記念事業」が
あります。他にも楽しいイベントがありますので、ぜびチェックしてみてください。

ぎふ〜どとは、「ぎふ」と「フード」、「風土」
を掛け合わせて作られた言葉で、地元で生産
された農畜産物等を積極的に取り扱う飲食店
や販売店を、「ぎふ地産地消推進の店」として
認定したものです。
このぎふ〜どに認定されたお店をピックアッ
プして取材し、お店の方によるこだわりや最
新情報も紹介しています。

2016

「ぎふ〜ど」推してます！
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手のひらに甘美な季節

『現代用語の基礎知識』編集部／編

自由国民社

（596.65ﾜ）

日本の伝統文化で一番身近なものといえば、和菓子ではないでしょうか。
手にとってみると、花、葉、動物など、色とりどりの小さな世界が広が
り、季節の移ろいを感じさせてくれます。細部にこだわって作られてお
り、まるで芸術品のように美しく、食べるのが勿体ないくらいです。和
菓子の歴史や製造方法を写真でわかりやすく紹介しています。

わび、さび、かわいい茶ガールの休日
一品更屋／著

小学館

分館 児童室
ハロウィンの飾り

（791ﾜ）

現在、分館の児童室はハロ
ウィンの飾り物でいっぱいで
す！

和菓子を食べたら、お抹茶が飲みたくなりますね。茶道の歴史はとても
古いということは知っているけれど、なんだかよくわからないし、堅苦
しそう・・・そんな不安を解消してくれるのが、こちらの本です。着物
は着ない、正座もしないでお茶をいただくスタイル。日本古来の美意識
「わび・さび」に、現代ならではの美意識「かわいい」を加えた新しい
茶の湯を提案しています。さっそくお茶会にでかけたくなります。

入り口では大きなかぼちゃ
とおばけののれんが皆さんを
お迎えしています。

字を書く女 中年書道再入門
芸術新聞社

（728.0ｻ）

学校の授業にもなっている伝統文化といえば書道ですが、久しくやって
いない方も多いのではないでしょうか。筆者は中年になって書道を再開
しました。道具を買い揃え、どきどきしながら墨の香りのする教室に向
かいます。そこで、書道の歴史を学びながら文字と向き合うことで、文
字というものの魅力を新たに認識しました。たまには心を落ち着かせ、
筆をにぎってみるのもいいですね。

10/19 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
イベント
案内

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

5

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

岐阜市司町 40−５

10/23 中央図書館
（日） 英語多読

フォローアップ講座
〜多読の世界を
楽しもう〜

14:00~16:00
今回は多読を始めたもののやり方に疑問や挫折を感じて
いる人や、次の段階に進みたい人をサポートするフォ
ローアップ講座を開催します。
講

師：西澤 一氏（豊田工業高等専門学校電気・電子
システム工学科教授）
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
定 員：３０名（事前申込み・先着順）
対 象： 英語多読継続者向け（初心者も申込み可）
受講料： 無料
申込み： 平成２８年１０月１日（土）より、
岐阜市立中央図書館カウンター
または電話にて受付
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

た窓飾りで、児童室の窓もハロ
ウィン仕様になっています。
ハロウィンのおすすめの本も展
示しています。みなさん是非、
分館へ来て見てくださいね。

危険なビーナス
東野 圭吾／著

講談社

F ヒガ

コンビニ人間
村田 沙耶香／著

陸王

池井戸 潤／著

文藝春秋

集英社

F ムラ

F イケ

海の見える理髪店
荻原 浩／著

集英社

F オギ

アンマーとぼくら
有川 浩／著

講談社

F アリ

10/29 中央図書館
（土） 第２回「めざせ直木賞作家！ぼくの

わたしのショートショート発表会」

14:00~（開場 13:40〜）

テーマ：すごい結末

申込み：不要
問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

オレンジ色のビニールののれ
んをくぐり中に入ると、こうも
りたちが隠れています。
これらは環境美化ボランティ
アのみなさんが作ってくださっ

予約 1
BEST 2
3
4
5

【新着図書】

酒井 順子／著

NEWS

ちょこっと

岐阜市立中央図書館では土日
祝日の２時からわんこカート
﹃きらら﹄のおはなし会を開催
しています︵別のおはなし会が
ある日はお休み︶︒毎回たくさ
んの子ども達が来てくれます︒
今回は︑おはなし会の舞台裏
を紹介します︒まず︑担当の司
書が読み聞かせをする絵本を選
んできます︒季節に合ったもの
や子ども達と一緒に楽しめるも
の︑紙芝居︑大型絵本等の読む
順番や手遊び等を考えます︒
そして当日︒司書は﹃きらら﹄
と一緒にメディアコスモスを散
歩しておはなし会のお知らせを
します︒子ども達は普段寝てい
る﹃きらら﹄が起きているので
とても喜んでくれます︒

〜日本の伝統文化にふれよう〜

岐阜市立図書館
散歩が終わったらおはなし会
の始まり〜始まり〜︒みなさん︑
遊びに来てくださいね！

和菓子

芸術の秋

本

２０１６年１０月号

わんこカート﹃きらら﹄の
おはなし会の舞台裏！

おすすめ

岐阜市立図書館だより

10/23 中央図書館
（日） 著者に会いたい
13:30~15:00
前半はご本人から著作の絵本の読み聞かせやその
解説をしていただいたり、今まで読んできた本に
ついてもお話していただきます。後半は絵本作家
になる前の作品も見せていただきながら、絵本作
家になったきっかけなどをお聞きするちょっぴり
大人向けのトークです。
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：シゲリ カツヒコ氏（絵本作家）
聞き手 吉成 信夫（岐阜市立図書館
館長）
定 員：５０名（事前申込み・先着順）
申込み：１０月１日（土）より、
岐阜市立中央図書館カウンター
または電話にて受付
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

今年も岐阜県出身の直木賞作家・朝井リョウさんをお招きし、中高生のみなさんに自
作短編小説の発表会を行います。朝井先生からコメントやアドバイスをいただきます。
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
出演者：朝井 リョウ氏（小説家）、作品を発表する中高生
定 員：２００名（事前申込み・先着順）
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
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

10/30 中央図書館
（日） 岐阜市立中央図書館 開館１周年記念事業
「図書館発まちづくりへ」

13:30~15:30（開場 13:00〜）
施設への集客だけでなく、情報発信の場として周辺施設への来館者の回遊や中心市街地
が活性化するために図書館が果たすべき役割について考えるトークイベントを開催します。
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
出演者：増田 寛也氏（元総務大臣・野村総合研究所顧問）
細江 茂光（岐阜市長）
内 容：１, 基調講演「図書館とまちづくりの未来」（増田 寛也氏）
２, トークセッション「図書館発まちづくりへ」（増田 寛也氏、細江 茂光市長）
定 員：２００名（事前申込み・先着順）
申込み：１０月１日（土）より、岐阜市立中央図書館カウンターまたは電話にて受付
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

