Take free

う！ ぶらりぎふまちライブラ
リー」のイベントをスライドと
共に振り返りました。

いろんな方とお話していて、
子どももおとなもそうなのだ
が、本を借りるだけでなく、
何かここで一緒に思いを共有
してやってみたいというポジ
ティブなエネルギーを感じる
のだ。

「ほん まちトーク
~ ぎふまちライブラリー ~」

岐阜市立図書館だより

イベント報告
おとなの夜学 第 16 回
「あなたは、ほんとうの岐
阜祭を知らない - 岐阜町
人文化の核を探る - 」

２０１７年 4 月号

長良川大学講座
「読み聞かせ教室」

りに欠かすことのできないお囃
子ですが、その曲一つ一つの意
味合いなどはあまり知られてい
ないかも知れません。

8
土

3 月 10 日（金）、ほん × まち
トーク ~ ぎふまちライブラ
リー ~ を開催しました。
昨年 10 月より、金華地区の８
つの店舗で「ぎふまちライブラ
リー」が始まっています。

その後、店主さんより、どのよ
うにして８つのお店やお寺が集
まり、いまのまちライブラリー
の形ができていったのかという
経緯や、「メディアコスモスに
集まった人たちには、メディア
コスモスだけでなくまちに出て、
お店をのぞいてほしい」、「図書
館を通じてまちと人がつながり、
まちを元気にしていきたい。」、
「図書館を図書館だけで終わら
せない」という思いをお聞きし
ました。

3 月１3 日（月）
、おとなの夜学
を開催しました。
今回のゲストは、元岐阜市歴史
博物館学芸員で現在は犬山城白
帝文庫研究員、伊奈波神社教学
研究員の筧 真理子さん。お座敷
や地歌舞伎での囃子方、岐阜舞
妓の育成、長良川舟遊びなど遊
宴文化の研究・再生に取り組む、
小野崎 隆賢さんです。

山車が運行する際に流れるお囃
子は音を鳴らして悪いものを追
い払うためのものと言われてい
ます。岐阜祭のお囃子は能楽に
起源があり、その優雅さが特徴
です。山車が運行する際の「車
切」
、神社入り、神に近づいてい
くときにはものものしい雰囲気
の「神楽」
、神社に山車を奉納し
た後ホッとした気持ちで演じる
にぎやかな「七間町」、などそ
れぞれの場面に応じた曲が演奏
されます。

7
金

本棚の設計者である伊東豊雄建
築設計事務所の庵原さんからは、
メディアコスモスの部屋の外と
中の境界線をなくすようなデザ
インに通じる、
「店の外に置いて
も、中に置いてもしっくりくる
本棚」をデザインされたお話を
聞きました。

昨年、山・鉾・屋台行事がユネ
スコ世界無形文化遺産に登録さ
れ、日本の祭りは今、世界中か
ら注目されています。
登録された 33 のお祭りのうち、
3 つは岐阜県内のお祭りです。

今回のおとなの夜学はスペシャ
ルバージョン。お囃子の生演奏
復活に目下取り組んでいる子ど
もたちが特設ステージで演奏を
披露してくれました。太鼓の迫
力ある音、笛の優雅な音、先ほ
ど解説していただいた場面の説
明を踏まえて聞くとお祭りの様
子がよりリアルに目に浮かぶよ
うでした。

6
木

今、店先で小さな図書館を展開
してくださっている８つの店舗
のうち、annon tea house の
西願 将也さん、山本佐太郎商店
の山本 慎一郎さん、長崎屋本店
の牧野 浩之さん、cd shop
songs の鬼頭黎樹さんの 4 名
をゲストにお話をうかがい、ま
ちライブラリーに対する思いを
再確認しました。司会は吉成館
長です。

「岐阜祭」とは、なんでしょうか。
筧さんによると、岐阜市民の氏
神である伊奈波神社や金神社を
はじめ、市内各所の神社が毎年
春に行う例祭にあやかり、市民
も祭りを楽しもうと始まったの
が岐阜祭の由来だそうです。
神幸祭の日には伊奈波神社から
金神社、橿森神社を神様が巡る
と言われています。

かせ実践」を行いました。

この読み聞かせ教室のなかで、
先生は絵本を「最後まで読まな
きゃ」「順にページをめくらな
きゃ」とは考えないでほしいと
言われました。「絵本を通して、
子どもとどうコミュニケーショ
ンをとるかが大切です」という
言葉がとても印象的でした。

東海学院大学短期大学部教授の
杉山 喜美恵先生を講師にお迎え
し、第１回目は「子どもの発達
に合わせた本の選び方、読み聞
かせの方法」について学び、そ
の後、杉山先生が絵本を読み、
お手本を見せてくださいました。
第２回目は「みなさんと読み聞

参加者のみなさんからのアン
ケートでは、
「日頃、疑問に思っ
ていたことが講座の中でわかっ
た。」「ついつい子どもに対して
押し付けがましくなってしまっ
ていないか、自省するよう気を
付けたい。」「子どもと絵本を楽
しむ時間をこれからも大切にし
たい。
」など、いろいろな声をい
ただきました。

３月３日（金）と 17 日（金）に
長良川大学講座「読み聞かせ教
室」（２回連続講座）を開催し
ました。
お子さんに絵本を読んであげる
とき、
「どんな絵本を選んだらい
いのか」、「どう読んであげたら
いいのか知りたい」という方の
ための講座です。

ンジ！

チャレ

ス！！

ビジネ

5
水

その後、８つのお店やお寺に置
かれている本棚の紹介があり、
人生に影響を与えた一冊や学生
時代に読んだ思い出の本、テレ
ビで噂になっていた本、趣味の
本…どの本棚も個性的でした。

4
火

APR

annon tea house さんが入れ
てくださった紅茶と、山本佐太
郎商店さん、長崎屋本店さんが
用意してくださったかりんとう
やビスケット、夏目漱石も食べ
たという味噌松風などをいただ
きながら、そして cd shop
songs さんが選んでくださった
音楽を BGM にトークが展開し
ました。

＜コーディネーター＞
自己をブランド化し、またＳ
ＮＳを活用したりなど、口コ
ミを増やし集客を提案。
＜司書＞
する〜
ンド化
をブラ
コーディネーターが相談者に
〜自己
「安いばかりでは、人は集まり
「ビジネス支援相談窓口」では、 ません。自己の売りを再確認
し、他との差別化が必要。そ
相談を受けるコーディネー
うすれば自然と口コミが広が
ターに司書が同席して、相談
る。」とアドバイスされました。
内容に適した資料の情報の提
そこで、自己ブランド化＝ブ
供を行っています。
ランディングに関するものや、
事例紹介
「アピールできるホームページ
作り」、「ＳＮＳ活用テクニッ
ク」に関する本などをご紹介
しました。
相談者は自己分析の宿題（?!）
を出され、再度来館されるそ
うです。
＜相談者の方＞
「ダンス教室を開いているが、
同業者が多くなかなか受講者
が集まらない。もっと受講料
を下げた方が良いか？」と相
談にいらっしゃいました。

小野崎さんにはお祭りの山車に
つきものであるお囃子について
解説していただきました。お祭

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

10 11 12 13 14 15
3
月

図書館にお越しになった際は、
ぜひ、ぎふまちライブラリーへ。

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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9
日

４
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まず、館長がライブラリーを設
置するにあたっての思いや、11
月に行った「カンチョーと行こ

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

岐阜市立中央図書館が目指す
べき公共図書館としての方向
性・イメージについてである。 そう話した、４月がまた巡っ
てきた。まだまだ道の途上に
あることは間違いないのだけ
れど、手ごたえはじゅうぶん
にある。

23 24 25 26 27 28 29

…全館休館日
…図書室休館日

2

私がメディアコスモスの開館
準備でここに赴任して今月で
ちょうど２年になる。
その時、初めての朝礼で、職
員に話したことを今でもよく
憶えている。

1

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

私は、若者に全国で人気な、
雑貨屋のような「遊べる本屋
さん」をたとえ話で持ち出し
た。楽しいから、居心地がよ
いからこの図書館に来るとい
う人が、市内から、全国から、
世界から集まって来る図書館
になりたいと。

この中央図書館に、そして分
館や図書室に、心を寄せてく
れる人々がいることに深く感
謝しながら、新たな気持ちで
この一年の歩みを始めよう！
何度巡っても、今ここがはじ
まりの原点である。
そんな雰囲気がふわふわとメ
ディアコスモス全体を包んで
いる、のかもしれない。

gifu city
library
4
はじめに立つ

４月１日（土）、２（日）は、「岐阜まつり」や「道三まつり」などお祭りやイベントが
盛りだくさんですね。どうぞ、お祭りの後は図書館へ遊びにお越しください！

『うつけ世に立つー岐阜信長譜』は、岐阜市出
身作家の早見 俊氏が執筆した歴史小説です。
信長は魔王か、それとも文化人か。乱世に生き
た冷徹な戦国武将として知られる信長ですが、
岐阜ならではの落語や鵜飼に触れる文化的な面
や人間味あふれる面も持ち合わせていました。
いろいろな顔を持った信長の姿を垣間見ること
のできる展示です。

2017

信長公岐阜城入城•岐阜命名 450 周年

展示

PICK UP

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１７年４月号

Take free

岐阜市立図書館だより

２０１７年４月号

Take free

おすすめ

本

この場所で再出発！

桜の下で待っている
彩瀬 まる／著

実業之日本社

（F アヤ）

新年度となり、今までとは別の環境でこの春を迎えた方も多いのではな
いでしょうか。本書は、新幹線で「ふるさと」へと向かう人々を描いた
5 つの物語です。
それぞれの事情を抱えて辿り着いた故郷。もどかしさを感じつつも交わ
した親族や知人との会話をきっかけに、彼らは次の一歩を踏み出してい
きます。
桜舞うこの季節にぴったりの小説です。

神さまたちの遊ぶ庭
宮下

奈都／著

光文社

（914.6 ミ）

夫の希望で、1 年間だけ地元・福井を離れ、北海道のトムラウシに住む
ことになった一家。予測のつかない気候、スーパーから遠く離れた山の
中で、本当に生活できるのか―？そんな心配をよそに、小中学生の子ど
もたち 3 人は早くもこの地になじんだ様子。
ハプニングあり、涙あり、そして多くの貴重な体験をした 1 年はあっと
ういう間で…。家族思いの著者が、日々の暮らしの気づきを正直に綴っ
た日記です。

【新着図書】

生きる場所を、もう一度選ぶ
小林 奈穂子／著

インプレス

（365 コ）

新しい環境への、期待と不安。何かを始めるときには、その両者の入り
混じった気持ちがつきものですね。
本書に登場する 23 人は、年齢も経験もさまざま。共通するのは、どこ
かのタイミングで移住を決断し、新しい土地で自身の仕事や生活と真摯
に向き合う姿勢です。
環境が変わった方はもちろん、今の場所でがんばっている方にとっても、
きっとこの誰かのエピソードの中に、心に響くものがあると思います。

4/8
（土）

中央図書館
カンチョーと語ろう
「宮沢賢治ってどんなひと？」

10:00〜11:30
賢治さんがいま生きていたら、どんな仕事を楽しみながらやっていたで
しょうか？彼の生き方を、エピソードを交えながら、石と賢治のミュー
ジアム設立に岩手で深く関わったカンチョーならではのお話がたくさん
聞けます。
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
定 員：３０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、E メールにて受付

4/15 分館
（土） 「羊毛フェルトでハンドメイド

雑貨を作りましょう」
― 保温性バツグンの
ペットボトルカバー ―

13:30〜15:00
羊毛は非常に保温性にすぐれた素材です。これからの暑い季節に向けて、
冷たいペットボトルを持ち歩く時に使える、かわいくて、いつまでも冷た
さをキープするカバーをつくります。
講

岐阜市立図書館だより

師：村上 眞知子氏
（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 教授）
場 所：ハートフルスクエアーＧ ２階 クラフト室
定 員：２０名（事前申込み）
持ち物：エプロン・バスタオル・作品を持ち帰るビニール袋
直径 7.5cm くらいのステンレス水筒
受講料：無料（ただし材費代として 500 円は別途負担）
申込み：往復ハガキに①講座名②郵便番号･住所③氏名④年齢⑤電話番号
を記入して分館まで。
4 月７日（金）必着。応募多数の場合は抽選。
（お１人様１葉書で）

２０１７年 4 月号

岐阜市立図書館

ちょこっと

NEWS

館内 OPAC の
表示方法が
変わりました！
今までの館内 OPAC（蔵書検
そこで、3 月から検索結果を
索端末機）の表示方法では、“大 「一般図書」
「児童図書」
「雑誌」
人用の本と混じっていて、子ど 「DVD・CD」の 4 つの資料
も用の本がどれなのかわからな 区分にページを分けて、表示
い” といったご意見を利用者か するようにしました。
ら多数いただいていました。

分館に新たな
雑誌が入りました！
4 月より分館に新たな雑誌
が入りました。
50 代からの旅と暮らしの
｢ノジュール｣
邦楽誌
｢ROCKINʼ ON JAPAN｣

女性ファッション誌
｢mini｣、「セサミ」
男性ファッション誌
「2nd」
高校生カルチャー誌
｢HR｣
子育て情報誌
｢コドモエ｣、｢トコトコ｣
児童向け雑誌
｢ちいさなかがくのとも｣
｢小学 8 年生｣

予約 1
BEST 2
3
4
5

5

また、子ども用ページで検索す
ると、最初の画面に児童図書の
検索結果が表示されるようにも
なっています。
以前より使いやすくなった館内
OPAC を、ぜひご利用ください。

これ以外にも、分館では一般 116 誌、
児童 16 誌、ファッション 63 誌の雑
誌を取り揃えていますので、ぜひ手に
とってご覧下さい。（最新号は館内の
みでの閲覧となります。）

騎士団長殺し 第 1 部
村上 春樹／著

新潮社

F ムラ１

騎士団長殺し 第２部
村上 春樹／著

新潮社

F ムラ２

九十歳。何がめでたい
佐藤 愛子／著

小学館

蜜蜂と遠雷
恩田 陸／著

幻冬舎

914.6 サ

F オン

コーヒーが冷めないうちに
川口 俊和／著

4/30 中央図書館
（日） 子どもと本と遊ぶ日

サンマーク出版

F カワ

旧利用カードの切替を
順次行っています。

「マジックと絵本と音楽の世界」

13:30〜15:00

利用カード（鵜の図柄が描かれた旧利用カード）
は、平成３２年６月までに順次新しいカードに
切り替えを行います。

平成２９年度切替対象者
利用カードの番号が
００００００１から
０１２００００３までの方

ミュージシャンやマジシャンだけでなく、えほんの翻訳家としての顔もお
持ちの大友 剛さんをお迎えして、パフォーマンスライブを行います！ピア
ノの演奏や歌、マジックショー、えほんライブなど、盛りだくさんです。
ゲスト：大友 剛 氏（ミュージシャン＆マジシャン）
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
定 員：１００名（事前申込み・先着順）
対 象：幼児から小学生低学年（親子）
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

切替方法：旧利用カードと身分証明書（健康保
険証や運転免許証など）を持参し各
図書館（室）へお越しください。
注意事項：新しい利用カードは岐阜県在住の方、
岐阜市に通学、通勤されている方に
発行いたします。
※利用カードの番号が０１２００００３
より大きな数字の方は、改めてご案内します。

「岐阜市立図書館協議会委員」
を募集します

④過去に岐阜市立図書館協議会の公募委員として在任したこと
がない人。
（応募方法）応募申込書に必要事項を記入し、小論文を添えて、
郵便・ファックス･電子メールまたは直接のいずれかにより、
（内容）岐阜市立図書館の運営及び図書館奉仕等についての
事務局 ( 中央図書館 ) へ提出してください。
調査及び審議
※「応募申込書」は、中央図書館・分館・各図書室の窓口または、
（任期）委嘱の日から２年間
岐阜市ホームページで入手できます。
（募集人員） ３人
（応募期間）平成２９年４月１日（土）〜４月３０日 ( 日 ) 必着
（応募資格）次の要件をすべて満たす人
（選考方法）小論文及び面接
①応募する日において、岐阜市に在住、在勤、在学している人。 （報酬等） 出席１回につき９千百円（予定）
又は市内において事業若しくは活動を行っている人
（その他） 委員会は、各種団体代表者、学識経験者及び公募市
②公募委員に選任される日において、岐阜市の他の審議会等
民で構成
の委員に選任されていない人
開催回数は年２〜４回（平日）
③岐阜市職員を含む行政機関の職員または岐阜市議会議員で
（問合せ先）岐阜市教育委員会図書館
ない人
〒500-8076 岐阜市司町 40-5
T E L ：058-262-2924

岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40-５
T E L ：058-262-2924 FAX：058-262-8754
Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

岐阜市立図書館 分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

