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岐阜市立図書館だより

こんにちは。児童係
司書のレッドです。

おはなし会

中央図書館では
年齢別のおはなし会や
わらべうたのおはなし会を
毎月９回行なっています。

…分館•図書室休館日

おはなし会の他にも
よみきかせタイムを
行なっています。
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先月、まちライブラリアン養
成講座を初めて開催して思っ
たのは、図書館に集まったひ
との多様性である。

カンチョーも時々
登場します！

きららー。

この講座は、市内に在住して
いる市民のみなさんが自分の
好きな本を、好きな場所（自
宅やビルの空きスペース、お
店など）に本棚を設置して、
私設のミニミニ図書館を創っ
ていただこうという人材の養
成を意図したものだ。

24 25 26 27 28 29 30
31

年末年始の休館日にご注意ください。
新年は 4 日（木）から開館します。

編集後記：中央図書館の他にも、分館や図書室でも
クリスマスおはなし会が開催されます。詳しくは、
ホームページやチラシを参照ください。

12
2017

図書館は単なるハードとして
のハコではない。ソフト、つ
まりは集まるひとがすべての
雰囲気や動きを創り出す。
多様性の源泉はひとにこそあ
るのだ。私たちの図書館もま
た人をつなぎあう機会を生き
生きと加速する場となること
をめざしたい。

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫

岐阜市立図書館

12 月は クリスマス スペシャル
おはなし会
特別！！
ハンドベルや紙芝居
パネルシアターなど
色とりどりの演目。

詳しくは、チラシ
ホームページを
ご覧ください。

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

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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11 月 12 日と 18 日の２日間に
わたり、図書館主催の「まちライ
をゲストにお招きし、トークイベ

設図書館のこと。その担い手をつ

なぐ」を開催しました。
朗読会を現在まで続けてこられた

はじめに市民群読サークル「楽し

竹下さん。朗読会での本を通した

い群読 ほっこり」と竹下さんで

人との出会いやつながりを大切に

「コボたち詩集」から詩の群読が

してきたそうです。読んでいると

行われました。

役がふくらみ、動き出したくなる、

ほっこりの 12 人の声と竹下さん

そんなワクワクした気持ちで楽し

の声が重なって、時に力強く、優
を見ているようでした。

んでという言葉が印象的でした。
悩みながら自分のいろを探すＲｅ
ｄの姿に写されたテーマはとても
今日的。この絵本を初めて読んだ

くるこの講座では、講師に「まち
ライブラリー」提唱者・礒井純
充さんを迎え、約 10 人の個性

２日目は、「私がまちライブラリー

豊かな受講者が市内外から集ま

をつくるなら」をテーマに、段ボー

りました。

ルを本棚に見立て、選書から飾り

1 日目は座学の後、金華地区で

つけまで行いました。「山の食を

始まった「ぎふまちライブラリー」 テーマとした本棚」「自転車で移
や柳ヶ瀬界隈のまちライブラリー

動する本棚」「鉱物や映画に特化

スポットを探すフィールドワーク

した本棚」などなどバラエティに

を行いました。

富んだ本棚が出来上がりました。

とき、
Ｒｅｄが自分の色に気づくま

本棚を作っていく中で受講者同士

での「心の旅」の様子がまっすぐ

もどんどん仲良くなり、まさに本

に心に刺さり、竹下さんは号泣し
てしまったそうです。
Ｒｅｄと一緒
続いて、行われたのはチェリスト
の北村多佳子さんの演奏にのせ
た絵本「Ｒｅｄ あかくてあおい
クレヨンのはなし」の竹下さんの
朗読。

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）

ちとひとを本でつなぐ」小さな私

ント「図書館は本と人とまちをつ

しく心に響き、まるで短いお芝居

〜

した。
「まちライブラリー」とは「ま

に悩み、悲しみ、そして喜びを味

がひととひとをつなぐ場となりま

わった気がした時間でした。

など、一人で本を読むのとは違う

最後は細江岐阜市長とのトーク

した。読書の秋に、たくさんの人

セッション。阪神大震災をきっか
けに復興支援のため年に 1 回の

群読とは、

この群読の活動してきました。

一つの作品を二人以上で読み、

イベント当日は 12 人のメンバー

作品の内容に合わせて一人、グ

が群読を披露しました。

ループ、全体と声を組み合わせて

竹下さんは、今回のイベントで群

表現する朗読の手法です。

読に参加し、群読は演劇に通じ

岐阜の市民サークル「楽しい群

る部分もあることや、群読に対し

読 ほっこり」は、2014 年から

て可能性を感じたそうです。

した。新たなまちライブラリーの

群読やチェロの演奏にのせた朗読
読書の形が体感できるイベントで
と一緒に『味わう』読書も素敵で
すね。

出現が待ち遠しいですね。

「コボたち詩集」とは、
「コボたち」は岐阜で生まれた、
全国でも珍しい児童文学に特化
した月刊誌。現在は残念ながら
休刊していますが、1972 年か
ら 21 年間出版され、児童文学
の発展に寄与しました。
「コボたち詩集」は 1975 年に
はじまった「コボたち詩コンクー
ル」の入賞作品をまとめた作品
集です。

〜

イする

スプレ

ディ
商品を

ブラリアン養成講座」を開催しま

11 月 4 日、女優の竹下景子さん
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２０１７年１２月号

他
※のおはなし会がある時はお休みです。

10 11 12 13 14 15 16

年代を越えて、本を通じて交
流する場を自分が創り出して
みたいという点を共通項に、
今はお店を閉じられたけれど
蔵書をもつ元古本屋さんや、
福祉施設の広場を地域ととも
に開かれたものにしていこう
と考えている職員さん、高校
の中のデッドスペースに自分
の本棚を置いてみたい高校生
など、集まった方々は私の予
想を遥かに超えて個性あふれ
る方々ばかりだった。

岐阜市立中央図書館では、「岐
阜に咲いた児童文学」と題し、
児童文学作品とその歴史、そし
てその発展に貢献した方々から
のメッセージなど展示を計画中
です。関係者による座談会など
も行います。お楽しみに！
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他
※のおはなし会がある時はお休みです。
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…全館休館日
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よみきかせタイム

平日 10:30 から
おはなしのへや

！！
大人気
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gifu city library

休館日の
お知らせ

よっこ／作

おはなしのへや

ほぼ
毎日！！

２０１７年１2 月号

事例紹介
今月は、岐阜市立図書館 分館
ファッションライブラリーに
頂いた相談をご紹介します。
＜相談者の方＞
洋服の販売員をしている。接
客やディスプレイについて書
かれた本があれば見たい。
＜司書＞
「これまでは見様見真似でやっ
てきたんですが…」とお悩み
のご様子でした。
ファッションライブラリーに
はビジネス支援コーナーもあ
ります。ファッション産業関
連（分類 589.2）の中から商
品の勧め方やアパレル業界の
基礎の本を、さらに、ディス
プレイ、接客に関する本（分
類 673.3）を数冊ご紹介しま
した。また、『ファッション販
売』という販売員の方にオス
スメの雑誌をご紹介すると喜
ばれ、借りて行かれました。
最新トレンドは勿論、ファッ
ション関係者、業界への就職
を目指す方に役立つ資料も多
数ご用意しています。
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イベント
12/21
（木）
中央
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案内

おとなの夜学 第４期前編
「幻の金華山焼きと、美濃古陶
ー 陶片に魅入られたへうげもの ー」
金華山焼きを知っていますか？明治 23 年岐阜市で数人が始め、抹茶器・煎茶器
を主として日用品にも及び、今に伝わります。
各時代を往復しながら、2 人のマニアが美濃の焼き物について語ります。

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス ２F 南東読書スペース
ゲスト：交田 紳二氏（陶芸家）× 英次郎氏（古美術蒐集家）
定 員：50 名
申込み：11 月 21 日（火）より中央図書館の総合カウンター または
おとなの夜学 web サイト（http://otonanoyagaku.net）から

1/６
（土）
中央

作家と語ろう in 岐阜 vol.1
「わたしのライブラリー
−賢治 北の風土 わたしの暮らし方−」
作家活動で宮沢賢治を生んだ北の風土から影響を受けたもの、本の作り手が考え
る本や本棚のことなどを作家に語ってもらいます。

14:00 〜 16:00

本 古き良き日本の文化を再発見！

日本人の「食」
、その知恵としきたり

なぜ、切れやすい年越しそばが長寿の象徴なのか
永山 久夫／監修

海竜社

（383.3 ニ）

海外で日本食を口にし “ホッと” した体験はありませんか？ 寒空の中、
帰宅した時に食べた温かいお料理に思わず顔をほころばせたことはあり
ませんか？ 改めて、和食の奥深い歴史を紐解いてみましょう！

おせち料理にお屠蘇など、日本ならではの
文化を見つめ直したい。

オツな日本語

日本人が大切に伝えてきた言葉と心
金田一 秀穂／著

日本文芸社

（810.4 キ）

ちょっと、洒落て気の利いた日本語の世界へようこそ！
今宵は、お酒の肴に日本語談義をしませんか。
著者は日本語研究のスペシャリスト。日本人の鋭い感覚に言語の世界を
堪能することができる一冊です。

熱燗におでんで、 しみじみ味わいたい。

【新着図書】

世界文化遺産の思想
西村 幸夫／本中 眞／編

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： 木村 紅美氏（作家）
定 員：先着 50 名（要申込）
申込み：12 月 20 日（水）午前 9 時より中央図書館のカウンター
または電話にて受付

中央

もうすぐ年の瀬、

おすすめ

19:00 〜 20:30

2018 年

２０１７年１2 月号

東京大学出版会 （709 セ）

次世代へ伝えたい文化や産業など、様々な遺産があります。この本は、
日本で登録されている世界遺産の背景や仕組みが詳しく解説されている
だけではなく、課題にも触れています。
先人が生み出した結晶を、確実に繋いでゆくための糸口になる解説書です。

過去から現在、 そして未来へ
文化のバトンを繋いでいきたい。

ビジネス支援セミナーⅡ
「図書館から踏み
出そう 起業•創業はじめの一歩」

マスカレード•ナイト
東野 圭吾／著

1/12
（金）
１/31
（水）
2/2
（金）

小川 糸／著

アナログ

ビートたけし／著

場

陸王

池井戸 潤／著

18:30 〜 20:30

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス 1 階
1・3 回目はあつまるスタジオ
2 回目のみおどるスタジオ
定 員：各回１２名（先着順）
申込み：１２月１８日（月）午前９時から、中央図書館のカウンターまたは
電話、ＦＡＸ、Ｅメールにて受付します。ＦＡＸ、Ｅメールの方は「『ビジネ
ス支援セミナー参加希望』、名前、住所、郵便番号、電話番号、年齢、参
加希望回、起業業種」を明記してください。

分館

F ヒガ

キラキラ共和国

時間はいずれも

1/21
（日）

集英社

「ふるさとが 10 倍好きになる！加納塾
〜加納むかしむかし〜」
加納城跡があり、中山道の宿場町でもあった岐阜市加納。地域の歴史をはじめ、
和傘や養蜂の産業など幅広くお話しいただく歴史入門講座と、クイズと解説で加
納をもっと身近に楽しめる講座をあわせて開催します。

13:30 〜 15:30
会

場：ハートフルスクエアーＧ

２階

中研修室

「加納の歴史入門講座〜加納むかしむかし〜」
講

師：田中 豊 氏（中山道加納宿文化保存会

「加納をクイズで楽しもう！」

相談役）

講 師：宮本 悠司 氏（中山道加納宿文化保存会 副会長）
定 員：先着５０人（要事前申込）
申込み：１２月２１日 ( 木 ) 午前９時から、岐阜市立図書館 分館のカウンター
または電話にて受付

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

幻冬舎

新潮社

集英社

この世の春
宮部 みゆき／著

展示

F オガ

F ビト

F イケ

上

新潮社

Ｆミヤ

PICK UP

「めちゃくちゃステキ！ が伝染中」
人気エッセイスト・益田ミリさんの『今日の人生』
（ミシマ社／ 914.6 ミ）に、なんと中央図書館が載っ
ているんです！この本を読んで「めちゃくちゃステキ」
な図書館を目当てに、岐阜を旅先に選んでくださる方
が増えているとか、、、。
出版社より多大なご協力をいただいた記念パネルが、
旅人を笑顔でお迎えしています。

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

「分館

NEWS

図書館まつり 2017」

秋の読書週間にあわせ、分
館では図書館まつりを開催
しました！
今年は「本とめぐる岐阜〜
地元の魅力再発見！〜」と
題し、岐阜県ゆかりの作家
や漫画家の紹介と、岐阜県
が舞台になっている作品の
紹介を行いました。
作品を紹介するにあたって、
『君の名は。』の舞台になっ
た飛騨市、『聲の形』の舞

台になった大垣市、『氷菓』
の舞台になった高山市など、
実際に作品の舞台になった
場所にも足を運び、司書の
私たちも今まで知らなかっ
た岐阜の魅力を知るいい機
会になりました。
この他にも、岐阜には作品
の舞台になった場所がたく
さんあります。みなさんもぜ
ひ訪れてみてください。

