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人権イベント
大切な私〜お母さんの笑
顔が子どもの幸せ〜

3

年齢も幅広く参加していただき、
最後のアンケートには、「子ども
を抱きしめたくなった」、「まず
は自分を大切に思いたい」、「先
生の声を聞いていると落ち着く」
など、多くの方の感想を頂きま
ました。

に、子どもたちのわくわくした
気持ちが伝わってきます。

12 月 20 日（火）、「みんなの図
書館 おとなの夜学」を開催しま
した。
今回のテーマは「岐阜の鵜飼は
世界の UKAI!? ー長良川鵜飼
を継ぐ男 VS 鵜飼の全てを知る
男」で、中央図書館の一角を使っ
て行いました。
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カンチョーのヒミツ会議

瀬戸内市民図書館長の嶋田 学
氏、そして岐阜市立図書館の吉
成 信夫館長の 4 名がパネリス
トとして登壇しました。

1

11 月 26 日（土）、人権イベン
トを開催しました。
今回のテーマは「大切な私〜お
母さんの笑顔が子どもの幸せ〜」
です。

この後、１期生の『小さな司書
のラジオ局』の収録があり、２
期生は番組収録を見学しました。

ゲストは、長良川温泉旅館「鵜
匠の家すぎ山」専務 杉山 貴紀氏
と

土

講師は児童養護施設等退所者の
アフターケア相談所「ゆずりは」
所長の、高橋 亜美さんです。

前半の事例発表では、それぞれ
の図書館の特徴と取り組みを紹
介していただきました。

金

11 月 27 日（日）、「カンチョー
のヒミツ会議」を開催しました！
子ども司書２期生と、吉成館長
のヒミツ会議で、子ども司書と
して活動を開始する第一歩です。

それぞれの図書館の発表で共通
していることは、地域の「場」
として、サードプレイスとして
の図書館の重要性をでした。

長良川の鵜飼に魅せられたことが
きっかけで鵜飼にのめり込まれ
た、鵜飼愛好家 森松 誠二氏です。
杉山さんは、自分の生い立ちや活
動、仕事について語られました。
鵜匠を支える仕事をされている
ことについて詳しく説明されま
した。
森松さんは、鵜飼を見に来て、
船頭の話に感動したことがきっ
かけになったことや全国の鵜飼
の特徴を図やグラフを使ってわ
かりやすく説明されました。
長良川の鵜飼のこれからについ
ても提案してくださいました。
鵜飼を海外へアピールした高校
生も登場し、改めて長良川の鵜
飼の素晴らしさを認識しました。

ス

木

高橋さんは普段、虐待環境の中
で育った子供のケアや、児童養
護施設を退所した若者の就職支
援活動などを行っていらっしゃ
います。

ただ本を借りる図書館としての
機能だけでなく、対話の場、交
流の場、発表の場など、地域住
民の様々な活動の場所として機
能していることを理解しました。
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子ども司書の１期生は様々な場
面で活躍をしていますが、主な
活動のひとつに、子どもラジオ
の収録があります。
「てにておラジオ」の番組の１つ、
『小さな司書のラジオ局』を担当
し、毎月第３日曜日に企画会議、
第４日曜日に収録をしています。

収録が終わり、１期生と２期生
の交流がありました。すぐに２
期生も参加し活動が始まります。
それぞれのこどもたちが起こす
化学反応から起きる新たな『わ
くわく』に期待します。

「調べ

（大正 13 年の岐阜市街図）

図書館相互協力

火

JAN

そんなときは、岐阜県図書館
に協力をお願いしています。
岐阜県図書館では岐阜新聞を
明治 15 年分からマイクロフィ
ルムで保管しており、協力を
得て調べていただいた結果、
幾つかの新聞記事が見つかり
ました！
ときにはこんなふうに、図書
館同士で協力して助け合って
皆さんの疑問解決のお手伝い
をしています。
郷土の調べ物はぜひ図書館へ！

あけましておめでとうございます。新年は全館１月４日（水）から開館しております。
西部・長森図書室は 24 日（火）から 26 日（木）まで蔵書点検のため休館します。

子どもには寄り添い続けてくれ
る誰かが必要です。そしてその
誰かとは親であり、まずは自分
を大切にすることで、子どもを
含め、他の人たちを大切にでき
るというお話を聞き、自分自身
を大切に思うことが大事なこと
だとあらためて感じました。

い。」

お手伝

フォーラム
「次世代型図書館 岐阜市
立図書館の目指すカタチ」
―滞在型図書館のこれか
ら。複合から融合へ―

Q. 岐阜市役所の戦前の様
子が知りたい。
岐阜市役所は、大正 8 年には
美江寺町に建っていました。
当時の古い岐阜市街図があり
場所の確認できましたが、
岐阜市立図書館で所蔵してい
る岐阜新聞は昭和 33 年から
で戦前の新聞はありません。

月

この日、ヒミツ会議に集まった
２期生は 14 名。
カンチョーから子どもラジオに
ついて説明を受けました。
「自分なら番組でどんなことをし
たいか？」アイディアを出し合
いやって見たいことを発表しま
した。ホワイトボードいっぱい
のアイディアが出て来て「ラジ
オ番組の制作」という挑戦を前

12 月 10 日（土）、フォーラム
「次世代型図書館 岐阜市立図書
館の目指すカタチ」がメディア
コスモスのみんなのホールにて
開催されました。

後半のトークセッションでは、
次世代型図書館のあり方につい
て議論しました。
糸賀氏のリードで、それぞれの
館長が質問に答えます。図書館
の思いが詰まったトークで、猪
谷氏からはその他の図書館の取
り組みも紹介されました。
観覧者の質問も興味深く、盛況
のうちに終了しました。

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

コーディネーターに慶應義塾大
学 教授の糸賀 雅児氏をお迎え
し、文筆家の猪谷 千香氏、武蔵
野プレイス館長の加藤 伸也氏、
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普段「ママ」や「お母さん」と
呼称で呼ばれていても、親であ
る前に、妻である前に、女性と
してひとりひとりに人権があり
ます。人権をもっていることを
自覚することで、子どもへの人
権が守られていくと思いました。

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

新しい年を迎えたこの時期だ
から、メディアコスモス中央
図書館１階の「本の蔵」に眠っ
たままでいる本たちにもう一
度スポットライトを当ててみ
たくなりました。
オンリーイエスタディという
感じです。

15 16 17 18 19 20 21

…図書室休館日

休館日の
お知らせ
編集後記

昨年は「君の名は。」「ルドルフとイッパイアッテナ」
「聾の形」など岐阜が舞台になった映画が多く公開さ
れ、全国から注目された一年でした。
現在、中央図書館エントランスでは岐阜が舞台になっ
た小説や漫画作品を紹介する展示を行っています。
原作の本を持って、ドラマや映画のワンシーンを思
い浮かべながら町を歩いてみると、作品がより身近
に感じられるのではないでしょうか。

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫
２０１７年１月 吉日
ほんとうは、綺麗にラッピン
グをして皆さまに借りて頂こ
うかとも考えたのですが、表
紙も見ていただきたいので、
このまま展示しすることにし
ます。

今年も、これまでの図書館
とは一味違う、みんなが楽
しめる図書館をめざして、
軽いフットワークとアイデ
アを凝らして進んでまいり
ます。

マンガや B 級なカルチャー
本も入れてみました。おうち
でお気に入りのお茶を入れ
て、ゆっくり、のんびり、
自分の時間を読書でお楽し
みください。

皆様の変わらぬご支援、ご
協力をどうぞ宜しくお願い
します。

謹賀新年 ２０１７
私が選んだ
「蔵出し本」をどうぞ。

gifu city
library
1
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聖地巡礼！
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はあちゅう／監著

KADOKAWA

（159.6 イ）

テニテオイルミナード

「キラキラ系女子」「こじらせ系女子」など、生物学の標本のように属性
が分類されるようになってしまった現代の日本。著者はどこのカテゴ
リーにも属さない「無所属女子」という生き方を提唱します。もちろん
女性だけではなく、男性に置き換えることもできますので、自分の属性
に疑問を持った方は一読してみてください。一度きりの人生をもっと自
由に、自分らしく生きましょう！

スペードの３
朝井 リョウ／著

講談社

（F アサ）

ミュージカル女優のファンクラブまとめ役という地位にしがみつく美知
代、容姿のせいでいじめられる むつ美、全盛期を過ぎ仕事のオファー
が減る一方のつかさ。葛藤しながら生きている３人の女性にスポットラ
イトを当てた本作品。彼女たちは流れる日々の中で、多くの劣等感を抱
きながら生きています。「革命は待っていても起こらない」と気づいた
彼女たちはどんな行動に出るのでしょうか。自分自身を変えるには前進
あるのみです。彼女たちと一緒にその一歩を踏み出してみましょう！

そして < 彼 > は < 彼女 > になった

5

安冨教授と困った仲間たち
細川 貂々／著

集英社インターナショナル

（367.3 ホ）

「女装する東大教授」としてたびたびメディアにも出演されている安富
歩教授と、教授と研究を共にする、ふうちゃん先生の過去について描か
れています。「不自由さ」を抱えて育った２人は、自由に生きるための
道を現在も模索中です。自分の心を解放し、ラクに生きるにはどうすれ
ば良いのか、もがきながらも前に進んでいく２人の生き様に注目してみ
てください。こちらの作品に興味を持たれた方は、安富歩教授の著書『あ
りのままの私』もぜひご覧ください。

1/28 中央図書館
（土） 使ってみよう！

平成 28 年度 ビジネス支援セミナーⅡ

新聞記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」の基本的な操作方法・活
用方法をガイダンスして、調べもの、レポート作成、地域の歴史研究
や自分史づくりに役立ててもらうための講座です。
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 あつまるスタジオ
講 師：汲田 和久 氏（朝日新聞社 コンテンツ事業部 聞蔵サポート）
定 員：１０名（事前申込み・先着順）
申込み：1 月 4 日（水）午前９時〜２７日（金）午後８時まで、
岐阜市立中央図書館の窓口、電話、ＦＡＸ、Ｅメールにて受付
します。
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
E-mail：library1@city.gifu.gifu.jp

ションを眺めながら歩いたり
と、多くの方がそれぞれの楽し
み方をされていますよ。
中央図書館のひだまりテラス、
並木テラスからも眺めることが
できますので、ぜひ読書や勉強
の合間に一息つきながら眺めて
みてはいかがでしょうか。
イルミネーションは今月の 29
日で終了となりますので、ぜひ
その前にご覧くださいね！

恋のゴンドラ
東野 圭吾／著

実業之日本社

F ヒガ

コンビニ人間
村田 沙耶香／著

文藝春秋

F ムラ

マチネの終わりに
平野 啓一郎／著

毎日新聞出版

蜜蜂と遠雷
恩田 陸／著

i

西 加奈子／著

幻冬舎

F ヒラ

F オン

ポプラ社

F ニシ

中央図書館

新聞記事データベース
朝日新聞「聞蔵Ⅱビジュアル」

14:00~15:00

昨年 11 月末よりメディアコス
モスの「せせらぎの並木 テニ
テオ」のカツラの木に点灯し
ているイルミネーション。
皆さんご覧になりましたか？
全長 240 メートルに及ぶイル
ミネーションは、並木道を幻想
的な空間に演出しています。
点灯式が行われてからは、並木
道で写真撮影をしたり、お友達
やご家族、恋人とイルミネー

予約 1
BEST 2
3
4
5

【新着図書】

読む対象の年齢や内
容のジャンルなどを
紙芝居の袋に表示し
ました︒紙芝居が選
びやすくなり︑借り
る人が増えました︒
﹁紙芝居を読みたいけ
ど選び方が分からな
い！﹂というみなさ
ん︒是非︑図書館員
に相談してください︒

昨年十月︑郷土の偉
人である﹁原三渓﹂
の展示をしました︒
原三渓が経営してい
た﹁富岡製糸場﹂にも︑
興味をもってもらえ
ました︒展示は終わ
りましたが︑郷土資
料のコーナーに原三
渓の本がありますの
で︑一度︑足を運ん
でみてください︒伝
記漫画もありますよ︒

無所属女子の外交術

NEWS

ちょこっと

柳津図書室 トピックス
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自分らしく生きる

﹁紙芝居の表示が
分かりやすく﹂

本
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﹁郷土の偉人﹃原
三渓﹄の展示﹂
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起業への道

第１回

2 月 1 4 日（火） 女性が起業する前に知っておきたい
こと（女性起業家の体験を聞く）

ﾏﾏ･ﾍﾞﾋﾞｰｻﾎﾟｰﾄおくむら 代表 奥村 佳子氏
岐阜県よろず支援拠点
コーディネーター 梶原 ゆかり氏

第２回

2 月 15 日（水）

開業前に知っておきたい
衛生管理と防火設備

岐阜市保健所 食品衛生課
岐阜市消防本部 予防課

第３回

2 月 16 日（木）

小さな起業を体験する

株式会社ミユキデザイン 取締役 大前 貴裕氏
Wedding Innovation 代表 清水 莉沙氏

時間は各回いずれも

18:30~20:30

場
定

です。

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス
1 階 つながるスタジオ
員：各回 12 人（先着順）

蔵書点検により臨時休館をします
岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程に臨時休館をいたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

1 月 24 日（火）〜 26 日（木） 西部•長森図書室 休館
2 月 1 日（水）〜 2 日（木） 長良•柳津図書室 休館
2 月 6 日（月）〜 10 日（金） 中央図書館 休館
2 月 13 日（月）〜 15 日（水） 分館 休館
2 月 15 日（水）〜 16 日（木） 東部図書室 休館
休館中は、ブックポストへ返却をしていただけます。
（視聴覚資料など一部ブックポストをご利用いただけない資料もございます。）

申込み：1 月 16 日（月）午前 9 時から岐阜市立中央図書館の窓口、電話、ＦＡＸ、
Ｅメールにて受付します。
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、参加希望回、起業業種」を明記してください。
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
E-mail：library1@city.gifu.gifu.jp

図書館ボランティアを募集します
説明会
２回開催

2 月 18 日（土） 9:30 〜 10:30
2 月 20 日（月）13:30 〜 14:30

会場：ぎふメディアコスモス みんなのホール
※18 日（土）のみ、説明会の後に岐阜市立図書館ボランティアの交流会を開催いたします。
新規に応募された方も参加できます。交流会のみの参加はできません。
対象者：18 歳以上の概ね月１回以上の参加が可能な人で、
かつ下記の 2 回開催される説明会のどちらかに参加できる人
申込み：1 月 17 日（火）午前 9 時から、30 日（月）までに中央図書館の窓口または電話にて受付します。
なお、若干名の募集となりますので、応募が多い場合は先着順とさせて頂きます。
［募集する活動内容及び場所］
・書架整理（書架への返却、書架の整頓、館内案内等）：中央図書館、長良図書室、長森図書室
・資料修理（傷んだ本の修理）：中央図書館、西部図書室
・おはなし会（水曜日、特に毎月第３水曜日に必ず活動できる方）：柳津図書室

