岐阜市立図書館だより
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Take free

小さな司書のラジオ局

6

「Book Book 交歓会」

イベント報告
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３月 26 日（日）、中央図書館の
ひだまりテラスにて「Book
Book 交歓会」を開催しました。

用量を守ってお使いください。

４月 23 日（日）
、子ども司書が
「図書館のまわりのおいしいお
本のこと、図書館のこと、生活
店レポート」では実際にお店を
の中で気づいたあれこれについ
突撃取材し店主の方にお話を伺
て発信する「小さな司書のラジ
いました。帰りにビスケットの
オ局」が今月も放送されました。 おみやげをもらったりしてラッ
４月になって１学年大人になっ
キー。取材の途中に散歩中のワ
た子ども司書たちがテーマに選
ンコをかわいがるなど楽しいレ
んだのは「眠くならない勉強法
ポート道中となりました。
講座」と「図書館のまわりのお
いしいお店レポート」です。
「小さな司書のラジオ局」は FM
わっち (78.5) で放送しています。
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お越しいただけました。

満開になりつつある桜の花びら
を濡らす小雨降る中、土曜日の
午前、文字通り「カンチョーと
語る」ため２０名を超える参加
者が集います。

賢治とかかわりのあった人々と
の交流を深め、賢治の弟・清六
さんから贈られた「自分が生き
ている間に報われると思うなよ。
そのつもりでやりなさい。
」との
言葉。

勉強をすれば眠くなるのは人類
誕生以来の真理ですが、これを
克服するため立ち上がった子ど
も司書たち。収録本番では目の
下にかゆいときに塗るとスー
スーする薬を塗って臨みました。
もちろん眠くならないか否かを
実証するため。なお薬品は用法
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このイベントは「私にはいらな
くなったけど、売りたくない、
捨てたくない、そんな本をあな
たに贈ります。」をモットーに、
本を介して人と人が出会い、語
り合い、共に楽しむ会です。
企画・運営は、図書館を愛する
市民で結成した「ぎふライブラ
リークラブ」です。

宮沢賢治の人柄、学び、思いが
コダマのように響き返ってくる
岩手の土地に飛び込んだカン
チョーは、
「石と賢治のミュージ
アム」そして「森と風のがっこう」
創りにひたむきに奔走していっ
たのです。

ス
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お客さんの高校生の女の子達は、
まず本がもらえることに驚き、
「今日は収穫があった」と喜びの
声が。
本をお渡しする時、皆さんの「あ
りがとうございます」の言葉と
笑顔がとても印象的でした。

まず、カンチョーが岩手県葛巻
町に自ら創りあげた「森と風の
がっこう」の紹介映像から今回
の「カンチョーとＫｅｎｊｉ」
が始まります。

レン
レファ
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「調べ
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当日図書館のテラスの屋根の下、
出店者は、「プレゼントする本」、
「交換する本」
、
「見てもらうお宝
の本」をお店に並べました。
お店は全部で８店舗。どのお店
も個性的で、手作りの POP や
カラフルな布で、きれいにディ
スプレイされて見ているだけで
楽しくなります！

カンチョー自らの体験や想いを
交えながら始まった「カンチョー
と語ろう」
。予定時間を３０分も
オーバーしてしまいましたが、
それを感じさせない静かな熱気
に包まれた時間だったようです。

い。」

お手伝

「調べもの」のコツ

土

ライブラリークラブのメンバー
さんは、小さなお子さんのいる
お母さんと絵本の話をきっかけ
に育児の話をされていました。
出展者の皆さんからは、
「眠って
いた本を誰かに読んでもらう機
会が持て良かった。
」と感想が出
ました。

カンチョーと賢治の出会いは小
学生のころ、でもむしろ好きな
のは石川啄木だったとのこと。

カンチョーを含めて参加者が気
持ちよさそうに語り、話を聞く
姿がとても印象的。

Q.「伊木忠次という人に
ついて」知りたい。

金

夏休みに第２回を予定していま
すので、お楽しみに！

30 代になったカンチョーが
“自分の原風景” を探し求め、
行き着いたのが自分が行って
みたいと思う「学校」創り。
そのとき、向かい合ったのが
「宮沢賢治」だといいます。

次回はカンチョー、皆さんともっ
ともっと「語り合いたい」との
こと。私たちも手を変え品を変
え、カンチョーと皆さんの語り
の場を作っていきますよー。

各務原にある伊木山を攻略し
た人物ということで、各務原
市史など各務原の歴史につい
て書かれている資料を調査し
ました。
市史等には「信長に仕えた」
との記述もありましたので、

木

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫

風香る季節となった。

MAY

図書館からも１店舗、司書が参
加しました！館長のおすすめ本
や司書のみんなからのプレゼン
ト本がたくさん並びましたよ。

次回、カンチョーは何を語り、
皆さんも何を語るのか。これか
らとても楽しい時間が創ってい
けそうです。

水

カンチョーと語ろう。宮
沢賢治ってどんなひと？

賢治の考え・仕事・思いを読む
につれ、湧き起る「今、賢治が
生きていたらどんなことをする
のだろう。
」という想い。
それを学校づくりの柱に置き、
自ら岩手に飛び込んでいくカン
チョー。

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

火

４月８日（土）
、いよいよ始まっ
た「カンチョーと語ろう。
」の第
１回目。

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

月

「並木道読書会」や、読ま
なくなった本（でも愛着の
ある本）を取り換えっこし
たり、本を通して交流でき
る場となる「BookBook
交歓会」、英語と新聞資料
で世界を読み解く「世界に
ひらく窓」の活動が新しい
風を運んでくれるだろう。

メディアコスモスが開館
してから、図書館が「本が
ひととまちをつなぐ」を合
言葉にずっと展開している

14 15 16 17 18 19 20
日

５

2017

会場には、小さなお子さんを連
れたお母さん、小学生の子ども
たち、家族連れや、高校や大学
の学生さんたちの姿が！
天候が心配でしたが大勢の方に

信長公コーナーの辞典なども
確認し、合計で 10 点ほどの
資料から記述を発見すること
ができました。
人 物 に 関するレファレンス
は、キーワードが少ないと難
航することもあります。
しかし、調査の前は存在すら
知らなかったその人の人柄や
人生を、利用者さんの依頼の
おかげで知ることができると
いうのはレファレンスの楽し
いところだと思います。
もしご自身で調べても分から
な い こ とがあれば、ぜひレ
ファレンスカウンターへ。

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

May

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

28 29 30 31

…全館休館日

21 22 23 24 25 26 27

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

今年も、図書館大好き！
な市民のみなさんが集まる
「ぎふライブラリークラブ」
が様々な企画を開催する。
ことは、言葉を換えれば「
、図
書館でできる市民参画」を
もっともっと前へすすめた
いということだ。

市民のみなさんとたくさ
んの風を集めていきたいと
思う。
「ぎふまちライブラリー」
のように、お店やお寺の軒
先に自由に本棚を置いて、
ミニ図書館をやってみたい
方々のために、「まちライ
ブラリアン養成講座」も今
年度から始める予定だ。

gifu city
library
5
風を集める

このおたよりは、図書館のみんなの力を借りて作成しています。楽しく読んでいただ
けたら嬉しいです。もっとより良くなるよう検討していますので、ご意見をお寄せく
ださい。 岐阜市立中央図書館 E-mail : library1@city.gifu.gifu.jp

岐阜市と富山市は、都市間交流協定を締結し
ています。そこで４月は、富山市に関する展
示を行いました。
「文化・観光」「地理・自然」「歴史、人物、文学」
の３つのテーマに分けて展示し、一部は富山
市立図書館の司書さんによる紹介コメントつ
きでした。本を読んで私も富山市に行ってみ
たくなりました！

2017

富山市の郷土資料展

展示

PICK UP

Take free
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Take free

おすすめ

岐阜市立図書館だより

農業っておもしろい！

本

崇／著

岐阜市立図書館

本の雑誌社

（611.7 オ）

東部図書室
「０.１.２才向け
絵本コーナー」

農業女子のおうちごはん
「農業女子プロジェクト」料理部／著

洋泉社

東野 圭吾／著

「ストローで強い橋を造ってみよう
― 橋の仕組みを楽しく学ぶ ―」
橋は車や人が通るし、地震が来てもこわれないようにがん
じょうでなければいけません。どのように工夫して強くで
きているのでしょう？その仕組みを考えながら、ストロー
を使って、強くてきれいな自分だけの橋を作ってみましょ
う。最後に、どれくらい強いか実験で確かめてみましょう。
講

師：服部 宏己 氏
（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 教授）
場 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
定 員：１０名 （小学生以下は親子同伴）
申込み：５月１日（月）午前９時より中央図書館カウンター
または電話、E-mail にて受付（事前申込・先着順）

5/20 中央図書館
（土） みんなの森の天体観望会
19:00~21:00
ぎふメディアコスモスの広場で岐阜市
科学館の天体望遠鏡を使った天体観望
会を開催します。どうぞお気軽にお立
ち寄りください。
場

所： みんなの森 ぎふメディアコスモス前広場
みんなの広場 カオカオ

光文社

F オン

F ヒガ

騎士団長殺し 第 1 部

５月といえば田植えの時期です。岐阜県内でも各地で田植えをする農家
さんの姿を見ることができるかと思います。春に田植えをすると、秋に
は穂が実り、美味しいお米ができあがります。「美味しいお米を自分の
手で作ってみたい！」という憧れを持った著者は、素人ながらノリと勢
いで田んぼを始めてしまいます。憧れとは裏腹に、農業は厳しく、体力
勝負の仕事。しかし、知れば知るほど夢中になれる奥深い世界でもあり
ます。農業１年生、波乱万丈な著者の１年間を通して、農業の知られざ
る魅力と厳しさを感じてみてください！

10:00~12:30

幻冬舎

素敵な日本人

（616.2 ト）

生活デザイン &
ファッション講座

同時に離乳食などの育児書も入
りました。頑張るママに向けて
育児書など充実させていきます
ので、こちらもチェックして下
さいね♪

恩田 陸／著

田んぼ、はじめました。

中央図書館

多くの方にお席を利用いた
だくために、ご協力お願い
します。

蜜蜂と遠雷

【新着図書】

イースト・プレス

平日は今まで通り、制限を
設けずに、LAN ケーブル利
用の方の申請のみでご利用
いただけます。

しかけ絵本も増えましたので、
お子さんやお孫さんと一緒に楽
しんでくださいね！

この春、「０.１.２才向け絵本
コーナー」を新しくしました！
今まで東部図書室にはなかった
絵本が１００冊程、入りました
のでぜひ、見に来て下さい。

（596.37 ノ）

全国には農業に携わる女性がたくさんいます。彼女たちは忙しい毎日の
中で、家族のため、自分のためにおいしい料理を作っています。食卓に
並ぶのは愛情込めて作ったお米や野菜。「おいしいうちに全部食べてあ
げたい」という思いから、収穫した作物をムダにしない食べ方やアレン
ジを考案します。農家の女性ならではのアイディアには愛情がたくさん
込められています。もちろん一般のご家庭でマネできるレシピも数多く
掲載されていますので、農業女子オススメの食べ方をぜひ試してみてく
ださいね！

5/14
（日）

NEWS

4 月 15 日（土）より、
中央図書館のエントラン
スにある「持ち込みパソ
コン席」は、土日祝日の
み２時間の時間制になり
ました。
利用を希望される方は、
申込みが必要となります。

「農家」と聞くと、緑豊かな田舎町で畑を耕して作物を収穫している・・・
というイメージを持っている方が大半かと思います。しかし、本書で登
場する畑は、東京・渋谷のライブハウスの屋上に位置します。農家のイ
メージとはかけ離れた大都会で、著者は「渋谷の農家」として農作物を
育てています。なぜ、渋谷に畑をつくろうとしたのか。その背景には、
全国で出会ったユニークな農家さんたちの姿がありました。著者の人生
を変えてしまう農業の世界は奥深くてかっこいいですよ！

とびやあい／著

ちょこっと

中央図書館の持ち込みパソコン席の使い方が変わりました。

渋谷の農家
小倉

２０１7 年５月号

村上 春樹／著

新潮社

F ムラ１

九十歳。何がめでたい
佐藤 愛子／著

６/11 中央図書館
（日） 並木道読書会

場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス
かんがえるスタジオ

１階

テーマ本：『国盗り物語（１〜４巻）』司馬遼太郎
『ナミヤ雑貨店の奇蹟』東野圭吾
『沈黙』遠藤周作
『３月のライオン』羽海野チカ（コミック）
『メッセージ』
ドゥニ・ビルヌーブ監督（映画 5/19 公開）
申込み：中央図書館カウンターまたは電話、E-mail にて受付
E-mail で申し込みの際は、氏名、テーマ作品、
連絡先（電話番号又は E-mail）、年代を明記
その他：それぞれの作品の読者が５名に満たない場合は、
その本についての話し合いは中止となります。

申込み：不要
※開催時間内は
自由に参加できます
観望対象：木星
アルクトゥールス
（うしかい座の１等星）
スピカ
（おとめ座の１等星）等

914.6 サ

この噓がばれないうちに
川口 俊和／著

サンマーク出版

F カワ

中央図書館

10:00~
図書館大好き委員会「ぎふライブラリーク
ラブ」が主催するイベントです。みんなで
作品の感想を話し合い気軽に交流する会です。作品のどれかを
読んだり鑑賞したことのある方ならだれでも参加できますよ。

小学館

６/５
（月）
６/12
（月）
６/19
（月）
６/29
（木）
７/３
（月）
７/24
（月）
※

長良川大学講座
「初めての朗読、『旅猫リ
ポート』を読んでみよう」

13:00~15:00【全６回】
今回は朗読を初めてされる方に向けて、朗読
の基本から実践まで、全６回の講座です。
限られた時間の中、ギュッと詰まった朗読の
世界をお楽しみいただける、毎年人気の講座
です。
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
（２回目以降場所が変わります）
講 師：前田 幸子氏（フリーアナウンサー）
定 員：15 名（先着順）
対 象：初めて朗読される方
※基本的に全６回すべて参加できる
方が対象です。
定 員：１６人（先着順）
申込み：５月１９日（金）午前９時から、
中央図書館・窓口または電話にて
受付

※時間は、すべて午後１時〜３時です。
※４回目のみ曜日が違いますのでご注意ください。

★雲雨天など悪天候時は中止

☆中央図書館にて、おすすめの本の
紹介展示とリーフレットを配布し
ています。

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

