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さっそく「ノート見ていい？」
と聞いて見せていただく。
驚いたことに、すべての頁の
感想欄に登場人物の絵が描か
れている。それも総天然色
で！まるで１冊のノートそれ
自体が絵本のように。

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫
岐阜市ではただ今、第２次子
ども読書活動推進計画を策定
中である。しばしお待ちを。
お母さんによればノートが
きっかけで本を猛然と読み出
したのだそうだ。
こんな子どもたちが市内には
他にもきっといて、それぞれ
の子どもなりの本を巡る物語
があるのだと思うと私も何だ
かうれしい気持ちになった…。

急いで駆け付けると、小学１
年生の男の子とお母さんが
３冊のお宝帳を携えて待っ
てくれていた。

本のお宝帳という名前で市内
の全小学生に、ノートをお配
りしていることをみなさんは
ご存じだろうか。本を読んだ
感想を子どもたちが自由に書
き込めるようになっているの
で、あとでご家族の大切な記
憶となってほしいという思い
で始めたものだ。
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「みんなの森の天体観望会
~winter~」

分館 生活デザイン講座
「金華地区で建築散歩」
〜古い建物と新しい建物
のみてあるき〜
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会場は司書の手作り「巨大工作」
でいっぱいでした。子どもたち
が遊んだり写真を撮ったりして
楽しんでくれました。

２月１９日（日）、ぎふメディア
コスモスから岐阜公園までの約
2.5ｋｍを、新旧の建物を見て
歩く生活デザイン講座「金華地
区で建築散歩」を開催しました。
岐阜市立女子短期大学 生活デザ
イン学科の畑中 久美子先生を講
師にお迎えし、さまざまな建物
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２月４日（土）、みんなの森の
天体観望会を開催しました！今
回が３回目となるこのイベント
は、岐阜市科学館と岐阜市立図
書館が共同で行うイベントです。

ビジネス支援セミナーⅡ
「図書館から踏み出そう
起業成功への道」
２月１４日 ( 火 ) 〜１６日 ( 木 )
の３日連続で、起業を具体的に
考えている方を対象としたビジ
ネスセミナーを開催しました。
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メディアコスモスのみんなの広
場カオカオに科学館の大きな天
体望遠鏡が６台設置され、月や
金星、ベテルギウス、Ｍ４２や
すばるなどたくさんの星を見る
ことができました。

3 日とも質問が活発に寄せられ、
講座終了後も講師にさらに具体
的に話を聞こうとされる熱心な
姿が見られました。

を見ながらまちを散策しました。
旧岐阜県庁舎や岐阜市景観賞を
受賞した倉庫、御鮨街道に残る
江戸建築など、それぞれの特徴
や歴史背景についてのわかりや
すい解説があり、参加者の皆さ
んはとても興味深く見学されて
いました。
最後は岐阜公園の茶室にてお茶
とお菓子をいただき、楽しく充
実した講座となりました。

第６回
みんなの図書館シアター

レンス
レファ
もの
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tupera tupera の絵本ライブは
亀山さんの「やさいさん」「しろ
くまのパンツ」「おばけだじょ」
などの後、司書と一緒に「これ
はすいへいせん」では早読みバ
トルを行い、
「パンダ銭湯」では
サングラスと付け耳でパンダに
変身してえほんを読みました。

１日目は、ママ・ベビーサポー
トおくむら代表の奥村 佳子さ
んと岐阜県よろず支援拠点コー
ディネーターの梶原 ゆかりさ
んから、女性が起業する際に課
題となる家族の協力や家事との
両立のこと、また起業するため
にどのような準備をしたか、な
どの体験談をうかがいました。

２月 1７日（金）、みんなのホー
ルでみんなの図書館シアターを
開催しました。上映作品は『そ
して父になる』でした。

「調べ

い。」

お手伝

「調べもの」のコツ
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当日はお天気も良く、空気が澄
んでいてまるで星の降ってきそ
うな、空のきれいな夜でした。

２日目は、岐阜市保健所と岐阜
市消防本部の担当者から、事業
所の衛生管理と防火設備につい
てクリアしなくてはならない基
準や事前相談に行く場所の説明
などを受けました。

Q. 岐阜の川「論田川につ
いて」知りたい。

土

親子や子どもたち、カップルな
どたくさんの人が足を止めて夜
空を見上げました。

2013 年制作の監督は是枝 裕
和・主演は福山 雅治で初の父親
役を演じ、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
でした。

金

その後は、ペットボトルを使っ
た工作「ゴリゴリゴリラをつく
ろう」を行いました。工作はお
となも参加し、個性豊かなゴリ
ラが 80 個以上誕生しました！

木

大きな望遠鏡をのぞきながら科
学館の学芸員さんの解説を聞い
ていると、とてもわくわくした
気持ちになりました。

岐阜の川についての資料は郷
土書架の 5 類の 517 の場所
にたくさんありますが、河川
に関する資料のほとんどが長
良川や木曽川などです。

第 66 回カンヌ国際映画祭の公
式上映では上映後、約 10 分間
のスタンディングオベーション
が起こった話題作です。

水

最後に、出来上がったゴリラの
楽器を使って、みんなで「ゴリ
ゴリロックンロール」を演奏し
ました。

知りたい情報が見つからない
ときは、ちょっと視点を変え

みんなのホールの大きなスク
リーンでゆったりとご観覧いた
だきました。

てみることも大切です。
例えば、「論田川」は鏡島の
辺りにあるので、鏡島の地域
資料に着目してみると、２類
の市町村史『鏡島の歴史』と
いう資料に論田川についての
記述がありました！
河川といえば 5 類を思い浮か
べがちですが、意外と地域資
料 の 市 町村史などに情報が
載っていることが多いんです
よ。
みなさんも調べ物の際には、
ぜひ地域資料もご活用くださ
いね。意外な発見があるかも
しれませんよ！
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著者に会いたい
−tupera tupera−

３日目は、建築設計事務所のミ
ユキデザインの大前 貴裕さん
とウエディ ン グ プ ラ ン ナ ー の
Wedding Innovation の清
水 莉沙さんから、起業家を応
援して商店街の活性化を図る事
業と、独立したばかりの時の苦
労や共同オフィスで互いに刺激
を受けながら事業を軌道にのせ
ていく様子について話を伺いま
した。

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

…全館休館日

月

おとなも子どももたくさん笑っ
て、大きな声を出し、最初から
最後まで思いっきり楽しんだイ
ベントになりました！

司町 405
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12 13 14 15 16 17 18
6

日

3

2017

２月 1２日（日）、著者に会い
たい−tupera tupera−を開
催しました。ゲストは tupera
tupera の亀山 達矢さんです。
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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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…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

先日、司書が息せき切って「館
長、２階に早く来てくださー
い」と飛び込んできた。
小学生が記入し終えた本のお
宝帳を持って私を訪ねて来て
くれたのだ。すでに２回足を
運んでくれたのだがあいにく
私は休みでいなかった。それ
でわざわざ来てくれたらしい。

楽しそうな、明るい雰囲気が
浮き出ている。
「すごいね。」
と言ったら、本人は照れてな
かなか言葉にならないみたい
だった。

読書ノートと
子ども

MAR

gifu city
library
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中央図書館では今月「ぎふライブラリークラブ 春のイベント三連発」という市民が企画
したイベントが３つ行われます。詳細は紙面をご確認ください。

現在、中央図書館エントランスで展示をお
こなっています。一人でも多くの方に難病
について知っていただけたらうれしいです。

2017

２月 28 日 世界希少難病性疾患の日に合わせ
て、中央図書館と分館では難病図書フェアー
に参加しました。

難病図書フェアーに参加しました。
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