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みんなの図書館
おとなの夜学

3

のをうみだしてこられました。
熟れ鮨と魚醤について、その原
点であるカンボジアやラオスへ
視察に行ってきた際のお話も交
えつつ、お話しくださいました。

本と映画をめぐる
金曜トークショー

2

10 月 27 日（木）、「みんなの
図書館 おとなの夜学」３回目
を開催しました。

トークイベント
「図書館発 まちづくりへ」

1

トークの最後にはカンボジアの
トゥックトレイと鮎の魚醤の味
比べ、鮎の熟れクリームリエッ
トなどの試食を楽しみ、おいし
い岐阜を味わうこともできまし
た。

土

今回のテーマは、岐阜の発酵を
デザインする−鮎とたまりと発
酵トーク−。
ゲストは発酵デザイナーの小倉
ヒラクさん、泉屋物産店５代目
の泉 善七さん、山川醸造株式
会社３代目の山川 晃生さんです。

金

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

10 月 30 日（日）
、岐阜市立中
央図書館 開館１周年記念事業
トークイベント「図書館発 まち
づくりへ」を開催しました。
元総務大臣の増田 寛也氏をお招
きし、
「図書館とまちづくりの未
来」についてお話いただきまし
た。増田氏は、全国から地域に
来る人を呼びこむような図書館
になると良いと語られました。

２０１６年１2 月号

カンチョーと行こう！
ぶらり ぎふまち
ライブラリー
11 月 12 日（土）
、
「カンチョー
と行こう！ぶらり ぎふまちライ
ブラリー」を開催しました。

11 月 4 日（金）
、
「本と映画をめ
ぐる金曜トークショー」を開催
しました。
ゲストは映画館•シネックスの磯
谷 貴彦さん、本屋•自由書房の
大塚 圭子さん、柳ケ瀬•柳ケ瀬
商店街理事長の林 亨一さん、羽
島市映画資料館 館長の近藤 良
一さんです。
柳ケ瀬商店街を長年に渡り見
守り続けてきた方たちのトー
クショーでした。
まず、参加者の方に好きな映
画をフリップに書いて挙げて
もらい、ゲスト方には、おす
すめの本と映画について詳し
く語っていただきました。

木

10 月 29 日（土）、作家の朝井
リョウさんを招いて、
「ぼくのわ
たしのショートショート発表会」
を開催しました。
このイベントは昨年に引き続き
2 回目の開催で、68 作品の応
募があり、朝井さんが選考した
８作品を作者である中学生高校
生が、作品を朗読し、ひとりひ
とりに朝井リョウさんから講評
をいただきました。

金華地区で始まった「まちライ
ブラリー」を館長とみんなで巡っ
てみよう！という企画で、イベ
ント当日は快晴！絶好のお散歩
日和でした。親子の参加もあっ
たり多様な年代構成でした。

一行はお店に着き、まず店主さ
んにごあいさつ。店主さんは、
お店の紹介や本棚にある本の紹
介をしてくださいました。各お
店のことをクイズにした、
「クイ
ズラリー」の謎も解きました。
お店を後にするときは、うれし
いお土産もあり子どもから大人
までみんな笑顔がはじけていま
した！
２時間半のツアーはあっという
間で、最後に館長から参加印を
もらって終了しました。次回は
まだ未定ですが、お楽しみに。

ンジ！

チャレ

ス！！

ビジネ

7
水

小倉さんがその奥深さと岐阜ら
しさを独特の視点で引き出し、
３人の専門家による、この地な
らではの発酵トークが繰り広げ
られました。東海地方は特に、
不思議な糀文化を持っているそ
うです。

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

増田氏と細江市長のトークセッ
ションでは、お二人のメディア
コスモスへの強い期待感が伝わ
りました。
最後に、新しい児童専用読書ス
ペースのお披露目を細江市長が
行い、子ども司書たちが落ち着
いて読書できそうと感想を述べ
ました。

事業内容を聞いて必要な資格
を絞り込んでいきます。
＜司書＞
相談者が「どれだけの日本人
が海外旅行に行っているのか
る！〜
を始め
く事業
知りたい。」と要望！
〜新し
そこで『観光白書』、
『旅行年表』
を紹介。日本人旅行者数、旅
ビジネス支援相談窓口では、
行先国・地域別の宿泊数など
相談を受けるコーディネー
が載っています。さらに国土
ターに司書が同席して、相談
交通省観光庁の HP も紹介。
内容に適した資料の情報の提
留学斡旋業の話になり、雑誌
供を行っています。
『留学ジャーナル』を紹介した
（毎週木曜日開催）
ところ、「こんな雑誌があった
事例紹介
んですね。」と喜んでいただけ
ました。
＜相談者の方＞
「新たに旅行業を始めたいので、 最後にコーディネーターから
「契約書の作成に契約約款が参
必要な資格が知りたい。
」
考になりますよ。」とアドバイ
＜コーディネーター＞
スをしていただきました。
資格の種類を説明し、さらに

6
火

山川さんによると、東海地方
で作られるたまり醤油はその
ほとんどが大豆からできてい
て大豆に含まれるたんぱく質
は分解されうまみのもとにな
ります。醤油よりも大豆の多
いたまり醤油は、うまみ成分
が非常に高いのが特徴です。

その後トークは懐かしい昔の
柳ヶ瀬について、今の柳ヶ瀬、
これからの柳ヶ瀬についてと
話題は移りました。
今回のお話を聞き、図書館と
柳ヶ瀬が共にチャレンジでき
ることはまだまだある気がし
ました。

5
月

「こういう風に書こう、と頭で考
えてもできない描写がすっとで
きている」、「文章のセンスやタ
イミングが絶妙！」、「書き出し
大賞！キャラクターの愛らしさ
が魅力的」と驚きのコメントが
何度もありました。

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
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…分館•図書室休館日
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2016

泉さんは鮎料理の専門店を川原
町で営まれ、昔ながらの郷土の
味を残していくために鮎のリ
エットや鮎のピザなど新しいも

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

dec

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

25 26 27 28 29 30 31

…全館休館日

先日、神奈川県大和市にオー
プンしたばかりの図書館複合
施設を見学してきた。
館内には子どもの遊び場まで
あって、メディアコスモスと
同様にベビーカーに赤ちゃん
を乗せたお母さんたちがたく
さん来ていた。

11 12 13 14 15 16 17

…図書室休館日

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
近年、居心地の良さが図書館
をあらわす指標として語られ
ることが多い。
ここも、武蔵野プレイス、瀬
戸内図書館とともにそんな共
通の雰囲気があると言われる
ことも度々である。
いま、次々と全国で新たに建
設されている図書館の姿は、
図書館以外の施設機能を併せ
持つ複合型施設が主流を占め
ている。
メディアコスモスもその中の
ひとつということになる。

今月 10 日にメディアコス
モスで開催するフォーラム
「次世代図書館 岐阜市立図
書館の目指すカタチ」では、
みなさんとともに、そんな
ことを考える機会としてご
一緒できたらと思っている。
では、私たちの図書館はこ
れからどこへ向かえばいい
のか。
それには、他の図書館とと
もにいい意味での相対的な
比較を通して語り合うこと
も必要なことなのかもしれ
ない。

gifu city
library
12

図書館のめざす
これからのカタチ！？

DEC

皆さま良いお年をお迎えください。新年は全館１月４日（水）から開館いたします。
いつも岐阜市立図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。

岐阜市の金華のまちで始まった「ぎふまちライブラ
リー」に岐阜市立図書館も参加しています。
まちライブラリーとは、まちの中にある、ちいさな
図書館のことです。
中央図書館の展示クローブにある三角錐の形をした
本棚がそれです！
そこには参加のお店情報を載せたリーフレットを置
いていますので、ご自由にお持ちくださいね。

2016

ぎふまちライブラリー始まりました！

展示
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岐阜市立図書館だより

２０１６年１２月号

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１６年１２月号

Take free

本

岐阜市立図書館

吉本 由美／著

ＮＨＫ出版

（470.4 ヨ）

何かと慌しい年末は、つい小走りになってしまいますね。そんな時期こ
そ、ゆっくりと歩くことを心掛けたいものです。
著者は、足もとに気になる植物を見つけては、名前や特徴を講師にあれ
これ質問していきます。率直な感想や疑問をもらしつつ、目の前の雑草
と向き合う姿は真剣そのもの。
冬の道端でも、ちょっと意識してみるとステキな草花に出あえるかもし
れません。

分館
図書館まつり 2016

やさしいけしき
市河 紀子／選詩

理論社

秋の読書週間にあわせて、
分館では図書館まつりを
開催しました！

（911.56 ヤ）

ほっと一呼吸おきたいときには、詩集を手にとってみてはいかがでしょ
うか。
こちらの本には、まど・みちお、八木重吉、工藤直子らによる、身近な
ことや風景をつづった詩が収められています。短いことばの連なりとあ
たたかい挿絵、あるいはその余白部分が、日々のせわしなさを和らげて
くれるでしょう。
同シリーズに『草にすわる』があります。

5

詩、ってなに ?
平田 俊子／編

小学館

（901.1 シ）

すらすらと書かれたようにみえる詩ですが、実際はそうでないことのほ
うが多いようです。
谷川俊太郎、穂村弘を迎えての連詩セッションのほか、老若男女 45 人
が書いた作品の紹介など、多様な切り口から詩の奥深さにせまっている
本書。
完成形よりも制作過程に焦点をあてているので、あまり詩になじみのな
い方にもお楽しみいただける一冊です。

12/10 中央図書館
（土） 次世代型図書館

岐阜市立図書館の目指すカタチ

1/7
（土）

13:00~15:00
ぎふメディアコスモスに開館した中央図書館の一年にわたる歩みを振り返ると
ともに、全国的にも先駆的な取り組みを展開している他館の事例を紐解きます。
また、これからの次世代型図書館のあり方について話し合います。
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：コーディネーター 糸賀 雅児 氏（慶応義塾大学教授 図書館・情報学）
パネリスト
猪谷 千香 氏（文筆家）
嶋田 学 氏（瀬戸内市民図書館長）
加藤 伸也 氏（武蔵野プレイス館長）
吉成 信夫
（岐阜市立図書館長）
開催テーマ：「滞在型図書館のこれから。複合から融合へ」
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

12/14 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
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：笑い

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

今年のテーマは「あなたの知ら
ない文学賞の世界」。
アガサ・クリスティー賞やカー
ネギー賞など、一般的にはあま
り知られていない文学賞につい
て展示を行いました。
また、「○○なときに読みたい
本」と題し、利用者のみなさん
にアンケートを実施。
あんなときやこんなときに読み
たい本を紹介していただくとと

予約 1
BEST 2
3
4
5

【新着図書】

イベント
案内

中央図書館
長良川大学講座

中央図書館では︑毎月の図書整
理日に展示の入れ替えを行って
います︒
展示グローブの展示テーマは多
数あり︑期間が短いものもあれ
ば１年と長いものもあります︒
そして一度に全ての箇所を変え
るのではなく︑時期をずらして
入れ替え作業をしています︒

みちくさの名前。雑草図鑑

NEWS

ちょこっと

展示物の作成は︑
すこしでもみなさ
んに楽しんで本に
触れてもらえるよ
うにと︑それぞれ
の担当が工夫を凝
らしています︒
来館の際は︑ぜひ一度展示グロー
ブに足を運んでみてください︒

ちなみに︑何気なく歩いている
と︑書架の中に展示を見つけた
ことはありませんか？
実は︑中央図書館ではいたると
ころで小さい展示
をしています︒
展示を探して︑図
書館内を探検して
みてはいかが︒

少し、
立ちどまってみませんか。

２０１６年１２月号

もに、司書
からもおす
すめ本を紹
介しました。
予想を超えるたくさんのアンケー
トが集まり、展示パネルもアン
ケートの回答でいっぱいになり
ました。アンケートにお答えく
ださったみなさん、ご協力あり
がとうございました！

恋のゴンドラ
東野 圭吾／著

展示入れ替えの舞台裏！

おすすめ

岐阜市立図書館だより

実業之日本社

F ヒガ

九十歳。何がめでたい
佐藤 愛子／著

小学館

914.6 サ

コンビニ人間
村田 沙耶香／著

文藝春秋

F ムラ

危険なビーナス
東野 圭吾／著

講談社

F ヒガ

小説君の名は。
新海 誠／著

KADOKAWA

F シン

分館
ファッションライブラリー
平成 29 年 1 月の生活デザイン講座

13:30~15:00
「ゾートロープで絵を動かしてみよう」
アナログアニメーション手法であるゾートロープを制作します。
複数の絵を回転させ、錯覚で動きを表現します。
講 師：坂本 牧葉 氏（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 専任講師）
場 所：ハートフルスクエアーＧ ２階 クラフト室
定 員：10 名 ( 事前申し込み・先着順）
持ち物：定規、カッター 絵に着彩したい方は色鉛筆などもご持参ください。
受講料：無料（ただし材料費代として 500 円別途負担）
申込み：平成 28 年 12 月 16 日（金）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

初めての朗読、東京タワーを読んでみよう

1 月 16 日 ( 月 )
1 月 23 日 ( 月 )
1 月 30 日 ( 月 )
2 月 13 日 ( 月 )
2 月 20 日 ( 月 )
2 月 27 日 ( 月 )

13:30~15:00
13:30~15:00
13:30~15:00
13:30~15:00
13:30~15:00
13:30~15:00

朗読の面白さ、楽しさ
東京タワーを読んでみよう①
東京タワーを読んでみよう②
東京タワーを読んでみよう③
東京タワーを読んでみよう④
東京タワーの朗読を味わおう

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
講 師：前田 幸子氏（フリーアナウンサー）
受講料：無料
対 象：朗読を初めてされる方で６回すべて参加できる方
定 員：１６人（先着順）

全６回

申込み：１２月５日（月）午前９時から、
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

