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２０１７年１０月号

第２回

レンス
レファ
もの

テラス

「調べ

い。」

お手伝

「調べもの」のコツ
ついに今年も始まりました！「みんなの図書館 おとなの夜学」。
「岐阜にいるのに知らなかった岐阜を知る」をコンセプトにした、おとなのため
の学びの時間です。
毎回、岐阜の地域文化に精通した “その道の第一人者”によるお話が繰り広げら
れます。

第１回
テラス

ザ・ドリフターズの国民的人気
コント番組の掛け声に合わせ
「７時だョ！神仏習合！」の発
声でスタート！
ゲストは、岐阜善光寺住職・松
枝 秀晃さんと各務原市の手力
雄神社禰宜（ねぎ）
・浅野 将伯
さんです。
「神仏習合」とは、日本古来の神
と外来宗教である仏教とを結
びつけた信仰のこと。岐阜善光
寺、各務原手力雄神社ともに寺
社内にさまざまな神と仏が祀

られているのは、地域の伝承と祈
りが習合のかたちとなってあら
われているのです。
「手を合わせ
る対象」
「何を何に祈るのか」
「死
をどうとらえているのか」など、
神と仏では似ているところ、違
うところ、それぞれあります。
しかしどちらも「自分自身」だ
けに祈るのではなく、先祖、家、
国、未来と己を通過点とした過
去・現在・未来につながってい
るという点では相通じるところ
があるように感じました。

第３回

これからもおとなの夜学で
は、時が流れても変わらない
その土地の素敵な『何か』を
ゲストのおはなしの中に見出
し、図書館はそれらを残して
いく役割を担っていきます。

10.26 thu 19:00-20:30

ゲスト：【古川 秀昭さん】 画家／ OKB ギャラリー館長
【鷲見 栄児さん】 デザイナー／ Design Water

第４回

名店、更科の水野さんも交えて
トーク。
「 Ｂ級グルメ」のように
まったく新たなものをその土地
の「グルメ」として発信していく
ことが一般的ですが、岐阜には昔
から愛されてきた味が土地に根
付いています。既存の中にこそ食
文化がある！という田代さんの
力強い言葉が印象的でした。

申込み：9 月 26 日より受付
開始しています。

11.20 mon 19:00-20:30

ゲスト：【富樫 幸一さん】 岐阜大学地域科学部教授
【出村 嘉史さん】 岐阜大学工学部准教授
場所：中央図書館

南東読書スペース

申込み：10 月 20 日より受付
開始します。

対象：中学生以上

各定員：５０名

Q.「藤河の記」
を読みたい。
「藤河の記」
とは、室町時代に関
白一条兼良卿が都を離れて美
濃に遊んだ紀行文であり、当時
の岐阜の様子を知る上で貴重
な資料です。
『一条兼良藤河の記 全釈』
（G292.19 ト）、
『 新日本古典
文学大系 51』
（918 シ 51）
に
て読むことができます。
『芥見郷土史』
（ G221.5 ア）や
『島郷土史』
（G221.3 シ）
に
「藤
河の記」についての記載があり
ますが、
それぞれ「ふじ河の記」
・
「藤河の記」
というように表記が
異なっています。
他には「ふぢ河の記」、
「藤川の
記」などもあるようです。
このように、ひとつの資料に対
し様々な表記がある場合、蔵書
検索機ではうまく探せないこと
もあります。
お探しの資料が見つからない
時は、ぜひレファレンスカウン
ターへご相談ください。

中央図書館の窓口または電話、おとなの夜学 web サイト http://otonanoyagaku.net
までお願いします。 ※今年度は、後期にあと４回の講座を予定しています。ご期待ください。

イベント準備に
大忙しです。

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

29 30 31

秋は僕の季節 。
普段はカウンターに立って
いることも多いですが …
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分館 休館

こんにちは。
司書のエムです。

皆からは
アニキと呼ばれています。

ゲストは 141 年続く老舗油屋の
４代目、山本 慎一郎さんと地元
グルメ探求活動家の田代 達生さ
んです。
喫茶店が年々減少し、そこに通っ
ていた人のコミュニティの喪失
が危惧されること。うどん、そば
店をマップ化してみたら、川沿い
にお店が点在。いつも川の流れと
ともにあった岐阜市民の食と暮
らしが垣間見えること。地元グル
メに精通するゲストのお二人の
軽妙な語り口と絶妙な分析に引
き込まれました。
後半にはスペシャルゲスト！岐
阜市民の常食、
「ひやしたぬき」の

何といっても忘れては
ならないのは
「
スイーツの秋」 ！

イ
※メージです。

おうちではケーキ作りが
趣味のアニキなのである。

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
中央図書館

サードプレイスという言葉を
みなさんは聞いたことがある
だろうか？
都市社会学者のレイ・オルテ
ンバーグはサードプレイスを、
「コミュニティの核になると
びきり居心地のよい場所」と
言っている。

開館当初からＹＡ（ヤングア
ダルト）エリアをレイアウト
し、専用席（おとなは座れな
い）を設け、掲示板でＱ&Ａ
問答を繰り広げているのも、
そういった考え方から生まれ
たものだ。

図書館は、子どもにもおとな
にとっても、遊び心に満ちた
雰囲気と精神的な心地よさを
備えたサードプレイスであり
たいと私は考えている。

今年も朝井 リョウ氏を迎え
て、「第３回 めざせ直木賞！
ぼくのわたしのショート
ショート発表会」が 10 月
28 日（土）に開催される。
これにあわせてティーンエイ
ジの短編小説が続々と集まっ
た。夏休みに岐阜市立図書館
で執筆されたものもあるかも
しれない。

岐阜市立図書館
編集後記：分館・図書室の休館日にお気をつけくだ
さい。そして、秋はイベントの季節です。中央館、
分館の秋のイベントにご注目ください！

チラシ
作成中！！

西部・長森図書室 休館

22 23 24 25 26 27 28
15 16 17 18 19 20 21
関連本
ピックアップ
中！！
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柳津図書室 休館

10

2017

…図書室休館日

岐阜市立図書館 館長
吉成信夫
元文学青年、文学少女だった
おとなのみなさんも、ぜひ参
加申し込みをしてほしい。

NEWS LETTER

休館日の
お知らせ

岐阜市立図書館だより

私は彼らがステージで自作を
朗読してくれる時の会場の雰
囲気が好きである。
引き締まった集中が渦を巻い
て全体を包んでいる感じがす
るからだ。老若男女の入り混
じった聴衆と中高生と朝井
リョウ氏の間でいっしょに創
り出しているものが何かある
ように思う。

図書館は
サードプレイスだ

OCT

…全館休館日

うでまくり

アニキー！！

よっこ／作
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イベント
10/14
（土）

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

「ウール素材に、ニードル羊毛をあしらい
オリジナルなひざ掛けを作りましょう。」
羊毛の絡み合う特性を活かして、ニードルを使ってオリジナルな柄をあしらい、
温もりあるひざ掛けを制作します。

13:30 〜 15:00
場 所：ハートフルスクエアーＧ ２階 クラフト室（岐阜市橋本町 1-10-23）
講 師：中谷 友机子氏（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 准教授）
定 員：20 名
持ち物：裁縫道具
受講料：無料（ただし材費代として 600 円は別途負担）
申込み：往復はがきに講座名、郵便番号･住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、
分館までお申し込みください。10 月 6 日（金）必着。応募多数の場合は
抽選になります。
※お１人様１葉書でお申込みください。

11/4
（土）

秋の読書週間イベント トークセッション
「図書館は、本と人とまちをつなぐ」
詩や小説の朗読など文学的な活動をされている女優・竹下景子さんをお招きし、
朗読会を開催します。また、岐阜市長と「本にまつわる思い出」や「本と人そし
てまちのつながり」を語り合うトークセッションを行います。

13:30 〜 15:30

（開場：13:00)

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール
出演者：竹下 景子さん（女優）
細江 茂光岐阜市長
楽しい群読 ほっこり
北村 多佳子さん（チェロ演奏者）
定 員：200 名（事前申込・先着順）
申込み：10 月 4 日（水）より岐阜市立中央図書館 カウンターまたは
電話、E-mail にて受付

11/18
（土）

２０１７年１０月号

さまざまな祭り

本

東海の山車とからくり
長屋 良行 他／著

ゆいぽおと

ユネスコ無形文化遺産に登録されている「山・鉾・屋台行事」から、
東海地方を中心に 12 の祭りの起源や歴史、山車、屋台の見どころが
紹介されています。祭りの開催地一覧も掲載されているので、お祭り
見物の前に読んでおくと、新しい発見ができるかもしれません。

一生に一度は見たい
宝島社／編

宝島社

日本の祭りとは、また違った魅力のある世界の祭り。世界の祭りが 44
種紹介されており、カラー写真満載で見ているだけでも楽しくなります。
祭り以外にも、その地方の役立つ観光情報や開催スケジュールも記載さ
れているので、その国に行って実際に祭り見物をしたくなるかもしれま
せん。

【新着図書】

大人の常識 日本のしきたり・年中行事
飯倉 晴武／監修

KADOKAWA

この世の春
宮部

宮部

伊坂

西部・長森図書室

10 月 24 日（火）〜26 日（木）

休館中は、ブックポストへ返却をしていただけます。
（DVD・CD など一部ブックポストをご利用いただけない資料もございます。）

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

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

ライブラリーいち＠シティー . ぎふ . ぎふ . ジェイピー

幸太郎／著

新潮社

上

F ミヤ１

新潮社

下

池井戸

潤／著

F ミヤ２

角川書店

アキラとあきら
徳間書店

F イサ

F イケ

宝くじで 1 億円当たった
人の末路

蔵書点検により臨時休館をします

１０月４日（水）〜６日（金）

みゆき／著

ＡＸ

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス おどるスタジオ
講 師：小川 直茂氏（岐阜市立女子短期大学 生活デザイン学科 准教授）
定 員：15 名 （未就学児は保護者同伴）
※要事前申込み
持ち物：なし
受講料：無料
申込み： 10 月 18 日（水）午前 9 時より岐阜市立中央図書館カウンター
または電話、E-mail にて受付（先着順）

柳津図書室

みゆき／著

この世の春

13:30 〜 15:00

１０月２日（月）〜４日（水）

（BC386.1 オ）

日本は古来より季節によって様々な年中行事に彩られています。行事や
祭りには、それぞれ由来や歴史があり、知らなかった意外な事実も数多
くあります。日本の伝統や、知っておきたい知識など、周りの人たちに
も思わず話したくなるような「日本人の教養書」です。

布地や部屋の壁紙、包装紙など、生活の様々な場面で目にする「柄（パターン）」。
今回の講座では、自分だけのオリジナルパターンを考え、そのパターンを使用し
た本のしおりの制作にチャレンジします。

分館

世界の祭り

（290.9 イ）

「自分だけのオリジナル柄（パターン）を
つくってみよう」

岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程に臨時休館をいたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

（386.1 ト）

鈴木

展示

信行／著

日経 BP 社

159 ス

PICK UP

「文学の舞台・岐阜を巡る
─ 岐阜市文学マップ ─」
普段何気なく見ている日常の岐阜が、文学作品の
中ではどのように描かれているのでしょう。そん
な聖地めぐりにぴったりな企画を展示グローブで
開催中です。隣には岐阜のおもな出来事と文学作
品の出版年を年代順に並べた「岐阜と作品年表」
があり、古代から現代にいたる長きにわたってい
くつもの作品に岐阜が登場してきたことがわかり
ますよ。

Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

展示
「絵本作家

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

PICK UP
わかやま けんさんの世界」

中央図書館の児童のグローブで、岐阜市出身の絵本
作家わかやま けんさんの追悼展示を行っています。
みんなに愛された「こぐまちゃんの絵本シリーズ」。
中でも、「こぐまちゃんのほっとけーき」の絵本は、
昔と今では絵が違います。違いをわかりやすく展示
していますので、ぜひ見に来てください ♫

［10 月 1０日（火）まで展示］

NEWS

「分館 児童室
窓飾りが新しく
なりました！」

分館の児童室では、窓飾りが季
節ごとに変わります。環境美化
ボランティアのみなさんがひとつ
ひとつ手作りをして、貼ってくだ
さっています。
分館の外からも窓飾りがきれい
に見えるようになっています。
ぜひチェックしてみてください。

また、児童室内も季節ごとに
展示を行っています。夏休み
には、動物園とおばけ屋敷を
イメージした展示を行いまし
た。秋にはハロウィーンのか
ぼちゃたちを飾る予定です。
児童室だけでなく、東出入口・
西出入口などでも展示を定期
的に行っています。ぜひ分館
にお越しの際は、窓飾りや展
示も見てみてくださいね。

