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みんなの図書館
おとなの夜学 後編

岐阜市立図書館だより

イベント報告
長良川大学講座
「初めての朗読、東京
タワーを読んでみよう」

２０１７年 2 月号

分館 「ハートフルフェス
タ 2017」に参加
1 月 21 日（土）、22 日（日）、
28 日（土）、29 日（日）の４日間、
岐阜市立図書館 分館のあるハー
トフルスクエアーＧで、開館記
念イベント「ハートフルフェス
タ 2017」が開催され、分館も
参加しました！
21 日（土）は、県立岐阜城北
高等学校生徒によるファッショ

ンショー「Canvas」、ペープ
サート「みんなげんきに」の発
表と、スイーツマグネットやポッ
プカードを作るワークショップ
を開催しました。

28 日（土）は、いつものおは
なし会より時間も内容も拡大し
て「おはなし会スペシャル」を
開催しました。大型えほんの読
み聞かせのほか、手品、にんぎょ
う劇と盛りだくさん！たくさん
の子どもたちが参加してくださ
り、とても楽しいおはなし会に

ンジ！

チャレ

ス！！
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分館 生活デザイン講座
「ゾートロープで絵を動か
してみよう」

1 月 13 日（金）、「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「信長の守護神・
白山権現を求めて」で、中央図
書館の一角を使って行いました。

講師はフリーアナウンサーの前
田 幸子さんです。毎年担当して
くださっている、ハツラツとし
たチャーミングな方です。

＜司書＞
既にどのようなお店を開きた
いのかコンセプトが決まって
おり、それに沿った事業計画
〜
書も作成されていました。
考える
ついて
運営に
カフェ開業に関わる本は読ま
〜資金
れていましたので、「地元に根
付いたカフェを開きたい」と
ビジネス支援相談窓口では、
いう希望に沿った、カフェだ
相談を受けるコーディネー
けでなくいくつかの飲食店が
ターに司書が同席して、相談
載っている『地元に愛される
内容に適した資料の情報提供
繁盛店をつくろう』を紹介し
を行っています。
ました。
事例紹介
【告知】
岐阜市立図書館 分館では、日
＜相談者の方＞
「お店（カフェ）を開業したい。」 本政策金融公庫岐阜支店の方
による「ビジネス支援資金相
談会」を 2 月 18 日（土）の
午後から開催します。
詳しくは、図書館 HP へ。
＜コーディネーター＞
事業計画書を確認し、資金運
営についてアドバイス。

東部図書室 休館

中央図書館 休館

7

火

1 月７日（土）、JR 岐阜駅東側
高架下にあるハートフルスクエ
アー G ２階 クラフト室にて、
生活デザイン講座「ゾートロー
プで絵を動かしてみよう」を開
催しました。

大下さんによれば、信長の時代、
金華山の山頂に「上之権現」と
いう白山の遥拝所のような宗教
施設が存在していたと考えられ
るそうです。
金華山はそれまでの信長居城で
あった小牧山や清州と比較して
も白山に近く、遥拝に適した場
所でした。
強い白山信仰のもと上之権現で
過ごした信長の思いを感じられ
る場所が、岐阜には多く残って
います。

初回は自己紹介、発声方法、滑
舌練習を行いました。
「人生を豊かにするきっかけに」
「子ども達や自分の孫に読み聞か
せたい」など、皆さんの参加意
欲に圧倒されました。
その思いに応えようと先生も力
が入ります。6 回を終えた頃の
皆さんの成長が楽しみです！

月

岐阜市立女子短期大学 生活デザ
イン学科の坂本 牧葉先生を講師
にお迎えし、アナログアニメー
ションの手法であるゾートロー
プを制作しました。

今年は織田信長公が岐阜に入城
1 月 1６日（月）より、長良川
して 450 年、さらに白山開山
大学講座「初めての朗読、東京
から 1300 年の年に当たります。
タワーを読んでみよう」全 6 回
信長は合理主義者とされて恐れ
講座の朗読教室が始まりました。
今回のゲストは長滝白山神社の
られてきましたが、信仰を否定
宮司、若宮 多門さんと、飛騨市
することはありませんでした。
初めて朗読をする方対象で、あ
教育委員会の大下 永さんです。
信長が自らの意見の保証として、 の有名なリリー・フランキー著
「白山権現の名のもとに」と発言 『東京タワー』を、グループごと
した記録が残っていることから、 に朗読します。
白山信仰をしていたのではと言
われています。
若宮さんは美濃の白山文化の持
つ歴史などについての造詣が深
く、白山信仰の意味や価値につ
いて、熱く語ってくださいまし
た。

まず、パラパラ漫画の要領でコ
マ割りのイラストを書き、それ
を円形につなぎあわせます。回
転させながら、つなぎ目の隙間
から覗くと、錯覚で動いている
ように見えるというものです。
白山のふもとで暮らしてきた岐
阜の人々は、豊かな恵みをもた
らす水の源であるこの山に、畏
敬の念を抱き、自然に生かされ
ているという思いとともに感謝
してきました。白山信仰は命を
つなぐ水に対する信仰であった
と言えるかもしれません。

お 2 人のお話を通して山を神と
敬い、自然を畏怖し、また感謝
してきた人びとの古くからの思
いに、触れたような気がしまし
た。

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

岐阜市のシンボルである金華山
の山頂から北の方を見ると、霊
峰白山を望むことができます。

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
分館 休館
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水

長良・柳津図書室 休館

日

図書館も、雑誌のお気に入り
のページをひらくように気軽
に展示を見てほしい。
円の外側には、「村上春樹に
ついて司書 S が偏見を拭い
去る」という大きなイラスト
POP が出ているので見たと
いう方もいらっしゃるかもし
れません。

参加者の皆さんは、自分の絵が
動く様子に盛り上がり、お互い
の作品を観賞しあうなど、和気
あいあいとした楽しい講座とな
りました。

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

feb

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

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫
敷居を低く、間口は広く、楽
しく。しだいに深く。そんな
図書館をめざしています。

先日、八戸ブックセンター（青
森県）を訪問してきました。
ここはなんと公立の本屋さん
です。

書店と図書館、業態は違って
もここも何時間居てもあきな
い場所でありたいと私は思っ
ています。

そんな思いで、展示グローブ
は２か月から３か月おきに
テーマ展示を投入していま
す。

本棚を見てるだけで何時間い
てもあきない。ひとりでこも
れる場所がある。市民が小説
を書く書斎まである。

さて、話は変わります。「展
示グローブ」というエリアが
どこかみなさんはわかるで
しょうか。正面奥右手のひと
きわ大きな丸形の場所です。

現在展示中なのは、「小島信
夫氏」「お店を開きたい！お
金どうする？」「遺しておき
たい岐阜市の風景」など、丸
い円の外側にぐるりとテーマ
ごとの展示を司書たちが自分
たちの手ですべて作っていま
す。
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…全館休館日
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…図書室休館日
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休館日の
お知らせ

2

2017

編集後記

gifu city
library
2
展示グローブに
注目！

FEB

中央図書館・分館・長良図書室・柳津図書室・東部図書室は蔵書点検があります。
休館日にご注意ください。

コラム 50 回達成を記念して「哲子の部屋」
を製本し展示しようと思います。完成後は、
手に取ってご覧ください。

2017

中央図書館の２階の哲学の本のコーナーへ行
くと「哲子の部屋」という展示があります。
ここは密かに人気のコーナーで、司書たちが
哲学について考え、コラムにしています。

展示「哲子の部屋」を製本化！

展示

PICK UP
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岐阜市立図書館

和食について知ろう！

岩波書店

（450.4 タ）

寒い日には温かい「おでん」が恋しくなりますよね。一見、透き通った
おでんのつゆですが、その中には昆布と鰹のうま味成分がつまっていま
す。甘み、苦味、酸味、塩味につづく第五の味覚・うま味が出汁の美味
しさの正体です。出汁文化の生まれた背景には何があるのでしょうか。
和食の美味しさを知るグルメ散歩に出かけましょう。

分館
新刊コーナー

おはしのおはなし
高橋 隆太／著

ＷＡＶＥ出版

（596.9 タ）

和食に欠かせないのが箸。私たちは毎日使っていますが、箸について考
えたことのある方は少ないのではないでしょうか。世界の食事方法を大
別すると、手食が４割、ナイフ・フォーク・スプーン食が３割、箸食が
３割、箸食は東アジアで見られます。では、いつから日本人は箸を使っ
ているのでしょうか。箸の歴史や日本という風土が育んできた箸文化に
ついて知ることができます。

【新着図書】

登紀子ばぁばの 70 年つくり続けてきた
私の味
鈴木 登紀子／著

NHK 出版

（596.21 ス）

ばぁばのお台所をのぞいてみましょう。ばぁばのつくる和食の基本は旬
の食材を生かし、五感を働かせてつくること。それは母・お千代さんか
らの教えです。野菜を葉っぱの型で抜いたり、れんこんを花形に切った
り、遊び心を持つことはつくり手の楽しみであり、長く続けるコツです。
よい出汁の取り方、美味しいご飯の炊き方を学んで季節の味を楽しみま
しょう。

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。

2 月 1 日（水）〜 2 日（木） 長良図書室•柳津図書室
2 月 6 日（月）〜 10 日（金） 中央図書館

ぎふメディアコスモスの広場カオカオで岐阜市科
学館の天体望遠鏡を使って天体観望会を開催しま
す。たくさんの望遠鏡が設置され、科学館の方の
わかりやすい解説付きです。どうぞお気軽にお立
ち寄りください。
※曇雨天など悪天候時は中止
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス
みんなの広場 カオカオ
申込み：不要
参加費：無料
見られる天体：月、
シリウス（おおいぬ座の１等星）
M42（オリオン座大星雲）他
問合せ：岐阜市立中央図書館
岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

日本経済新聞出版社

九十歳。何がめでたい
佐藤 愛子／著

小学館

914.6 サ

雪煙チェイス
東野 圭吾／著

実業之日本社

i

西 加奈子／著

ポプラ社

蜜蜂と遠雷
恩田 陸／著

幻冬舎

F ヒガ

F ニシ

F オン

2/19 分館
（日） 2 月の生活デザイン講座
「金華地区で建築散歩」

メディコスから岐阜公園の茶室「青翠庵」まで岐阜町の建築散歩をしましょう。
最後は、立礼茶室でお茶を頂きます。

2/17 中央図書館
（金） 第６回 みんなの
図書館シアター

14:00~

（13:30 開場）

「そして父になる」

上映作品：

（2013 年

日本

約 123 分）

子どもの取り違えという出来事に遭遇した 2 組
の家族を通して、愛や絆、家族のあり方につい
て問いかける感動作。
（監督 : 是枝 裕和 主演：福山 雅治）
場

宮部 みゆき／著
F ミヤ

13:00~15:00

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。）

18:00~20:00

三鬼

気に入っていただける本があ
ればうれしいです。
ぜひ新刊コーナーに来てみて
くださいね。

古い建物と新しい建物のみてあるき

2 月 15 日（水）〜 16 日（木） 東部図書室

天体観望会
〜Winter〜

予約 1
BEST 2
3
4
5

5

2 月 13 日（月）〜 15 日（水） 分館

2/4 中央図書館
（土） みんなの森の

分館では新しく図書館に入った
本を「新刊コーナー」に並べて
います。
書店で発売されたばかりの本や
話題になっている本もたくさん
あります。
また、偏りがなく様々な分野の
本を揃えています。
どなたでも興味をもつ本を見つ
けていただけるよう司書も試行
錯誤で本を選んでいます。

毎月︑子ども司書がラジオ番組
の制作をしています︒

先月は︑メディアコスモスで実
施されていた春節祭のレポート
に挑戦しました！
雪の中︑まずは飲食ブースに突
撃取材です︒取材の中で﹁刀削
麺﹂という麺を削るという貴重
な体験をさせてもらいました︒
その後は中国の衣装の試着体験
コーナーで衣装を見て触って︑
積極的に取材していきます︒
取材を終えると早速部屋に戻っ
て原稿作りです︒どの子も原稿
をあっという間に書き上げまし
た︒
１年近く毎月ラジオ番組を作っ
てきたからこそできる︑中身の
濃いレポートでした︒

和食はなぜ美味しい
巽 好幸／著

NEWS

ちょこっと

子ども司書が活躍しています！

おすすめ

岐阜市立図書館だより

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
※当日午後 1 時より、ホール前にて
整理券を配布します
問合せ：岐阜市立中央図書館
岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

場 所：ぎふメディアコスモスに集合して、２.5km 程散歩、岐阜公園で茶室見学し、一服後解散。
講 師：畑中 久美子氏（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 専任講師）
持ち物：歩きやすい靴と服でお越しください。
受講料：無料（材料・お茶代として 800 円は別途負担）
申込み：2 月 1 日（水）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
ＴＥＬ：058-268-1061

3/4 中央図書館
（土） ぎふライブラリークラブイベント第１弾
「並木道読書会」

17:30〜19:00
みんなで本の感想を語り合い、理解を深め、気軽に交流しましょう。
テーマ本のうちどれかを読んだことのある方ならだれでも参加できます。
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
テーマ本：『阪急電車』有川 浩／著
『人生がときめく片づけの魔法』近藤 麻理恵／著
『ゼロ・トゥ・ワン―君はゼロから何を生み出せるか』ピーター・ティール著／著
定 員：４５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

