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そして現在、新たなイベントも

は、ぜひ中央図書館までお問

ントを企画、運営しています。

このクラブに参加してみたい方

に分かれて本の感想や思いを語り の読書のこだわりについて語った

並木道読書会
12 月 2 日（土）、第 5 回 並木
道読書会を開催しました。今回
のテーマ本は東野圭吾の「恋の

合う読書」を楽しみました。
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まらず、お互いのおすすめする作

り、また時にはグループを超えて

合いました。テーマ本の話にとど
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おどるスタジオにて開催。テーマ

の「オリエント急行殺人事件」、

残り」、益田ミリの「今日の人生」、
そして瀬尾まいこの「おしまいの
デート」の 3 作品です。
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のグループから、これまでの活動

ぎふライブラリークラブの新展開

企画を運営する上で悩んでいるこ

英米のニュースを原文と日本語訳
で読み、歴史的背景や周辺国と
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１２月３日（日）開催の第３回は、 のメディアと海外メディアの報道

変している。今後は海外の報道に

ライブラリークラブのメンバーで

かった」、「日本を含めて世界が激

か？」をテーマにしました。

はその取り上げ方が違うことが分

「なぜ英国はＥＵを離脱するの

元大学教授の堀さんがやさしく解 も目を向けていきたい。」といった
説をしながら、ワシントン・ポス

感想が聞かれました。

ト紙を英語で読み、英国とその植 次回は、2018 年春頃を予定し
民地の歴史やＥＵ諸国との複雑な ています。

ＢＯＯＫＢＯＯＫ交歓会

りに展示した本はきれいに包まれ

本を介して、出会いと会話を楽し まるで誰かから本当に贈られたプ

レゼントのようです。
む「ＢＯＯＫＢＯＯＫ交歓会」。
１２月９日（土）から２５日（月） 表面の「こんな人に読んでほしい
まで番外編として「クリスマスの 本」というメッセージカードを読

んで選ぶ “わくわく” を楽しんで
贈り物」展を行いました。
図書館にある本の中から “あなた もらいました。展示期間中 100
人以上の方たちが本を選んで借り

に読んでもらいたい１冊” を選ん

で、クリスマスプレゼントのように てくださいました！！
ラッピング。クリスマスツリーの周 「捨てたくない」「売りたくない」

本を、次に大切にしてくれる人へ
プレゼントする交歓会。次回は４
月 14 日（土）13 時 30 分から、
ドキドキテラスにて開催します。
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中央図書館の「ビジネスチャ
レンジ支援相談窓口」
毎週木曜日 14:00 〜 19:30
毎週土曜日 10:00 〜 18:00
（土曜日は祝日も開設します）

事例紹介
＜相談者の方＞
起業を考えているのですが、
何から準備すれば良いでしょ
うか？
＜ビジネスチャレンジ
支援相談員＞より
資金調達の方法や事業計画の
立て方など、自分がしなけれ
ばいけないことを明確にする
ために、セミナーやワーク
ショップなどに参加すること
をアドバイス。
＜司書＞より
多くの機関から図書館に届い
ている配布用のチラシを提供。
創業に関するセミナーは様々
な内容で開催されているので、
求める情報に近い内容を探す
ことができます。
また、過去に開催されたセミ
ナーなどのチラシをファイリ
ングしたものも見ていただき
ました。
機関によっては、毎年同じ時
期に同じような内容のセミ
ナーを開催することもあり、
主催機関を知っておくだけで
も参加しやすくなります！

おぉーー！
こんなになるまで
使ってくれて 。
…
あら、面白そう 。
…
こんな本が
あるのね！
こんにちは。

ラリー
ぎふライブ
い！！
クラブが熱

岐阜市立図書館には、ボランティアをはじめ、図書館を支えてくれ
るたくさんの方たちがいます。縁の下の力持ちである、みなさんのお
かげで、居心地のいい、素敵な図書館をつくることができています。
その中で今回は、「ぎふライブラリークラブ」について特集をします。

ゴンドラ」、アガサ・クリスティー

本はカズオ・イシグロの「日の名

パトリック・ネスの「怪物はささ
やく」、そして「岐阜信長読本」
です。

世界にひらく窓

いの場となり、ここから、たくさ

すでにさまざまな形で活動してい

いくつかが花開くところをみなさ

についての発表です。それぞれの

んに見ていただける日も、そう遠

担当者が、活動への思い、1 年

間活動してきてどうだったか、今、 くないはずです。
にご期待ください！！

語ってもらいました。

中央図書館

9:00 ー 20:00

058-262-2924

分館

9:00 ー 21:00

058-268-1061

長良図書室

9:30 ー 17:00

058-233-8170

東部図書室

9:30 ー 17:00

058-241-2727

西部図書室

9:30 ー 17:00

058-234-1633

長森図書室

9:30 ー 17:00

058-240-2702

柳津図書室

9:30 ー 17:00

058-388-2026

２０１８年１月吉日
岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫

岐阜市立図書館
新年は全館 4 日（木）から開館します。
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今年のイベントの幕開けは文
学から始まります。
2018 年１月６日（土）は、
「わたしのライブラリー ―
賢治 北の大地 わたしの
暮らし方―」と題して、作家
の木村 紅美さんをお迎えし
て、私とふたりのトークを開
催します。

本年も、皆さまの変わらぬご
支援、ご協力をどうぞ宜しく
お願いいたします。
児童のグローブには、戌年に
ちなんだ犬の本がぐるっと並
びます。展示グローブのポス
ター展示も装いを新たにしま
した。

謹賀新年 ２０１８
変わり続けていこう！

…全館休館日

みなさん、こんにちは。
ボランティア担当の
エミです。

本の森で、新しい
出会いが ！
…
今日はボランティアさんの
心の声を聞いてみましょう。

とや今後やってみたいことなどを

他にも活動中の方たちが
大勢いらっしゃいます！
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ー

リー
イブラ
ぎふラ クラブ

今月 日まで、新規ボラン
後ろには、修理を ティアさんの募集をします。
待つ本が沢山！
詳細はホームページへ！

青
※少年サポーターとぎふライブラリー
クラブはいつでも募集中です。

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/

21

木村さんは、先月 20 日に発
表された第 158 回芥川賞最
終候補にも選ばれました。該
当作「雪子さんの足音」につ
いての作者ならではの苦労話
などもぜひ聞かせていただこ
うと思っています。肩の凝ら
ない話をしますので、ぜひ足
をお運びください。

編集後記：あけましておめでとうございます。皆様
本年もよろしくお願いします。図書館だよりを通し
て、図書館の魅力をいっぱい発信していきます！

新たな年を迎えて、館内の装
いにも小さな変化があちこち
に生まれています。これから
を思いながら準備を進めてい
るものが図書館の中にも幾つ
もあります。
寒い季節にあっても、土の中
でじっと芽吹きを待つ種子の
ように。
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案内

おすすめ

岐阜の児童文学座談会
「岐阜に咲いた児童文学」
〜雑誌コボたちに集まった人々〜
岐阜の児童文学雑誌「コボたち」から生まれた多くの文学や文化活動に焦点をあて、
さまざまな立場で携わった方たちから話をお聞きする座談会です。

14:00 〜 15:30
場 所：中央図書館 南東読書スペース
ゲスト：いずみ 凜さん（舞台脚本家）、稲垣 和秋さん（岐阜市児童文学研究会会長）
、
角田 茉瑳子さん（児童文学作家）、河村 たか子さん（フリーアナウンサー）
聞き手：吉成 信夫（岐阜市立図書館 館長）
定 員：50 名（事前申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話、Ｅメール（fb-kouhou@gifu-lib.jp)

本 de 子育てカフェ〜中高生編〜
ヤングアダルト、若者のための小説
〜大人になる前に出会いたい本たち〜
ヤングアダルト小説の魅力とは何なのでしょうか。中高生は小説のどこに共感す
るのでしょうか。講座を通じて、子どもの心を考えるためのヒントを得ましょう。

14:00 〜 15:15
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
講 師：金原 瑞人さん（翻訳家・法政大学教授）
対 象：ヤングアダルト小説に興味をお持ちの方
定 員：80 名（事前申込・先着順）
申込み：1 月６日（土）午前 9 時より中央図書館の窓口または電話にて受付
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本 「食」へのこだわり

日本のすごい味
平松 洋子／著

土地の記憶を食べる

新潮社

（596.04 ヒ）

料理も野菜も果物も、はたまた缶詰やビールであっても、この土地だから
こそ誕生したという食べ物は数多く存在します。本書では静岡県から沖縄
県までの、その土地ならではの「すごい味」が紹介されており、岐阜県は
「栗きんとん」がピックアップされています。
「栗きんとん」が売られる背景にも、栗農家さんや店主の努力、こだわり
があります。日本全国の「すごい味」の背景を覗いてみてください！

同時刊行 「日本のすごい味 おいしさは
進化する」 もぜひご覧ください。

おあとがよろしいようで
オカヤ イヅミ／著

文藝春秋

（596.04 オ）

人生の最後を豪華に締めくくるか、はたまた質素に締めくくるか・・・。
「死ぬのが怖くない食べ物がいい」と語る著者が、今をときめく人気作家
１５名に「最後の晩餐」を尋ねます。死に対する考えも食に対する考えも
人それぞれ。おいしいものが溢れているこの時代、あなたが死ぬ前に食べ
たいものはなんですか？

「死ぬ前に食べたいものはなに？」 という質問に、
あなたは即座に答えることができますか？

【新着図書】

傳

進化するトーキョー日本料理

長谷川 在佑／著

柴田書店

（596.21 ハ）
でん

現在東京の神宮前にお店をかまえる〈傳〉。店長の長谷川さんは日本だけ
でなく、海外からも注目を集める日本料理のシェフです。彼が生み出す料
理は独創的で、まさに芸術です。「日本料理を新しい世代のものにしたい」
と語る長谷川さんは、日々試行錯誤を重ねています。

国内外から予約が殺到する 〈傳〉 の上品で
美しい料理の数々をぜひご覧ください。

2 月の生活デザイン＆ファッション講座
「和みのインテリアプランツをつくろう」

ノーマンズランド

インテリアに飾る小さいリースを，プリザーブドプランツを使って作ります。
木の実やリボンで飾りましょう。

誉田 哲也／著

小川 糸／著

場 所：クラフト室（ハートフルスクエアーＧ ２階）
講 師：加藤 祥子さん（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 専任講師）
定 員：16 名（事前申込・先着順）
受講料：材料費 500 円
持ち物：作品を持ち帰る袋
申込み：1 月 8 日（月）より岐阜市立図書館 分館の窓口または電話にて受付。

眉村 卓／著

場 所：岐阜市立図書館 分館 ミーティングルーム
相談員：日本政策金融公庫 岐阜支店 融資担当職員
定 員：２名（事前申込・先着順）
申込み：1 月 28 日（日）午後 8 時まで、分館の窓口、または中央図書館の窓口、
電話、ＦＡＸ、Ｅメールにて受付。ＦＡＸ、Ｅメールの方は「『資金相談会希
望』、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、業種 ( 具体的に )、起業計画
中か起業済みか、起業 ( 予定 ) 時期」を明記。

2/11
（日）
中央

第４回「子どもと本と遊ぶ日」
- 杉山 亮のものがたりライブ 「あなたも名探偵シリーズ」で人気の杉山 亮さんをゲストに迎え、手遊びやこと
ば遊び、クイズを交えながら、大人もこどもも一緒にものがたりを楽しみましょう。

13:30 〜 15:00
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
講 師：杉山 亮 ( あきら ) さん（児童書作家・ストーリーテラー）
定 員：100 名（事前申込・先着順）
対 象：小学生（保護者参加可）
申込み：1 月 11 日（木）より、中央図書館の窓口または電話、Ｅメールにて受付。

岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40-５
T E L ：058-262-2924
F A X：058-262-8754

ライブラリーいち＠シティー . ぎふ . ぎふ . ジェイピー

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

F オガ

新潮社

914.6 マ

九十歳。何がめでたい
佐藤 愛子／著

起業を志す方や事業拡大に必要な計画書づくりや資金面のアドバイスがほしい方
に向けた、個別相談会です。図書館司書も同席し事業に役立つ資料を案内します。

（１人 45 分程度）

幻冬舎

妻に捧げた 1778 話

起業の計画を図書館で 〜資金相談会〜

15:00〜

F ホン

キラキラ共和国

10:00 〜 11:30

14:00 〜

光文社

逃亡刑事

2017 年 11 月 11 日〜
2017 年 12 月 10 日

展示

中山 七里／著

小学館

PHP 研究所

PICK UP

「ぎふのラノベが熱い！」
「ラノベ」とはライトノベルのこと。10 代の YA
世代だけでなく大人も熱中していますよ。
展示グローブでは岐阜出身の冲方丁、入間人間、
米澤穂信と３人の人気作家作品とともに、ライト
ノベル講座を展開中。
寒い夜にラノベでホットになりませんか。

長良図書室
「まもなくスロープ完成！」
今月末、長良図書室の入り口に
待望のスロープが完成します。
扉も自動ドアになり、車椅子や
ベビーカーで来られる方でも楽
に出入りしていただけるように
なります。これまで以上に長良
図書室を快適にご利用いただけ
るように、館内でも一層の努力
をしていきます。

NEWS

「迎春壁飾り
〜獅子舞〜」

今年も、ボランティアさんが、素敵な壁
飾りを作ってくださいました。愛嬌たっ
ぷりの獅子舞と、富士山、可愛らしい二
匹の犬もお目見えで戌年に相応しく、お
正月らしい華やいだ雰囲気になりました。
毎回この壁飾りを楽しみにされる利用者
さんも増えて長良図書室の風物詩となり
ました。ぜひ長良図書室に見に来てくだ
さいね！

914.6 サ

Ｆナカ

