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ローブ 「岐阜に咲いた児童文学」展
展示グ にて
開催中！

談会

童文学座
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岐阜に咲

った人々

雑誌

−わたしとコボたち−

に危機感を持った 5 人の有志が
「子どもの心を養う良質の文学
を提供したい」という思いでこ
の児童文学研究会を創りました。
「コボたちは虹のようなものだ」
と稲垣さんは言います。ふと立
ち止まった時に見上げた空にか
かっていた虹のように、心が動
かされ、いつまでも心に残るも
のは決して時間が経っても古び
てしまうことはありません。
「本は心の栄養。ないと幸せに
なれない、健康にはなれないの
が言葉なのだ」と角田さんの力
強い言葉が印象的でした。
いずみさんはかつて「コボたち」
の読者でした。「コボたち」は
たまにぱらぱらと読む雑誌でし
かありませんでした。でも、そ

座談会を通じて感じたことは
「何かをやり続ける大人が居続
けること」の大切さ。休刊した
今も「コボたち詩 コンクール」
は続いており毎年、岐阜県各地
から 2000 点以上の詩が集まり
ます。岐阜には子どもたちによ
い文学を届けたい、子ども達を
みつめていきたいという大人が
今もたくさんいるのです。
最後に河村さんがおっしゃった
ように、「コボたち」の復刊も
夢ではないのかもしれません。
ただ昔はよかったと懐かしむだ
けでなく、未来を見つめ、進ん
でいく決意をするような会にな
りました。
「コボたち 詩コンクール」とは
雑誌「コボたち」創刊後 1975
年から現在まで続く県内の小学
生を対象とした詩のコンクール。
毎年開催。題材は自由。
未発表の作品で１人１点に限る。
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の「ぱらぱら」がいまでも確実
に胸に残っています。大人にな
り、編集に携わるようになって
子ども時代の自分の周りに子ど
ものことをあれだけ考えていた
大人がいたということにとても
勇気づけられたそうです。

2 月 3 日（土）、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〜」が中央図書館の南東
読書スペースにて開催されま
した。
全国でも珍しい児童文学に特化
した月刊誌「コボたち」。1972
年から 21 年間、岐阜で出版さ
れ、児童文化の発展に寄与しま
した。
「コボたち」から生まれ
た多くの文学や文化活動に焦点
を当て、さまざまな立場でこの
コボたちに携わった方からお話
を伺いました。
ゲストは岐阜児童文学研究会会
長の稲垣 和秋さん、児童文学作
家の角田 茉瑳子さん、舞台脚本
家のいずみ 凜さん、そして、フ
リーアナウンサーの河村 たか子
さんです。吉成館長が聞き手を
つとめ、「コボたちよ」の詩の
朗読からイベントがはじまりま
した。
「コボたち」の始まりは 1962
年に創立された岐阜児童文学研
究会です。高度経済成長期に急
速に発達したテレビや漫画社会

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

わたしとコボたちメッセージ

みなさんから寄せられた「わたしとコボたち」メッセージは
展示グローブにて紹介しています。

［読者より］
授業で書いた詩が入選し、びっ
くりした思い出があります。 太
陽が雲から出たり入ったりする
様を見て自分とかくれんぼをし
ている気持ちになり、 一気に
書き上げたのを憶えています。
［保護者より］
家庭以外の場で子どもたちの
様子がわかり子育ての手引の
一つになっていた。
［ボランティアより］
子育て中の親や図書館職員等
が昼、 仕事後の夜と分かれて
学び合いました。 ここでの学び、
出会いが今に繋がっています。
［ボランティアより］
今から三十年前、 オムツをし
た次男をおんぶして 「コボたち」
の編集室に毎月行っていました。

［読者より］
春になっていつも思い出される
のは 「炭焼きの辰」 （岸武雄 ・
著） の口下手な辰が奥さんに
白いコブシの花を贈る一場面。
色んなお話が自分の中に血肉
となって流れているのを今でも
感じます。
［教師より］
お話しや詩、 作文だけでなく
自然生活に関わる文化内容が
新鮮な話題になっていたようで
す。 詩や文章表現の指導には
教師にとっても格好の教材 ・
指針となっていました。
［ボランティアより］
三～四十年前のコボたちを見
ると、 紹介した本のほとんどが
現在も色あせていないことに驚
かされます。 偏らないように選
書に苦心したのを覚えています。

※スペースの関係で、一部抜粋し要約させていただきました。

＜相談者の方＞
現在勤めている会社を辞めて
独立を検討しています。個人
事業か法人か、どちらでスター
トするのがよいでしょうか？
＜ビジネス支援相談員＞より
個人事業でスタートした場合、
法人としてスタートした場合、
それぞれにメリット・デメリッ
トがあります。はじめは個人
事業でスタートし、軌道に乗っ
たら法人化するのもひとつの
手段です。事業規模など自身
の経営方針をしっかり定めて
検討したほうがよいでしょう。
＜司書＞より
メリット・デメリットを比較
する材料として税金面や社会
保障などが考えられます。今
回はこれらの違いを一度に比
較でき、どちらでスタートし
た方が得か検討できる資料を
提案しました。また図書館で
は、事業計画書の書き方や資
金管理、調達についての資料、
補助金に関するパンフレット
等も用意してあります。気軽
にお尋ねください。
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ビジネスに関する相談を受付。 時には、こんな相談も
本当にありました。
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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

岐阜市立図書館
編集後記：今月の 18 日（日）
、ぎふメディアコスモス
主催のトークイベントに詩人の谷川 俊太郎さんがいらっ
しゃいます！！詳しくはぎふメディアコスモスのホームペー
ジをご覧ください。

ただのぬいぐるみではありま
せん。背中に絵本を５０冊ま
で積んで、中央図書館のおは
なし会に参加したり、市内の
小学校にもお出かけしている
のです。私もきららと小学校
へ２０箇所以上は訪問したと
思います。
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中央図書館が開館して以来、
ずっと子どもたちに絶大な人
気を博してきたのがわんこ
カート「きらら」です。
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毎週木曜日と土曜日開催！

みなさん、こんにちは。
今日は、中央図書館の
ビジネス支援に
ついて紹介します。

…全館休館日

岐阜市立図書館だより

今回、
「わんこ」も好きだけど、
「にゃんこ」がいいなという
子どもたちの要望も受けて、
うれしいことにもう１台カー
トが増えることになりました
（子どもたちのために岐阜中
央ライオンズクラブさんが寄
贈してくれたのです）。
「きらら」は、土日のおはな
し会では、メディアコスモス
の外にも出て、親子でくつろ
ぐ方たちの間で愛想をふりま
いています。

岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫
３月１１日（日）までこのカー
トの名称を募集していますの
で、ぜひみなさん奮ってご応
募ください（応募できるのは
３歳から小学生までの子ども
たちだけですが）。
「きらら」の相棒となるかわ
いいにゃんこカートです。

にゃんこカートが
誕生します！

司書が
タッグを組
んで
…図書室休館日
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おすすめ

カンチョーと語ろう〜男がさいごに泣く映画〜

本

年度末、習慣を見つめ直そう

【新着図書】

レシピを見ないで作れるようになりましょう。

切ない映画や血がたぎる映画、最高にクールでかっこいい映画。カンチョーとガ
クチョー、映画が大好きな男二人が、時代を彩る数々の名作映画を振り返ります。

有元 葉子／著

午後 7 時〜 8 時 30 分

レシピ本やネットの情報に頼らず、今ある食材でさっとその日のご飯が
作れたら、ステキですよね？素材を生かした、シンプルな料理が掲載さ
れ、作り方のポイントが丁寧に書かれています。

場 所：中央図書館 南東読書スペース
ゲスト：杉山 寛行さん（岐阜市立女子短期大学学長）
聞き手：吉成 信夫（岐阜市立図書館長）
定 員：先着 50 名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口または電話、E-mail（fb-kouhou@gifu-lib.jp)

SB クリエイティブ

さあ、 楽しく料理をしてみませんか。

新しい自分に生まれ変わる「やめる」習慣

並木道読書会 Vol.６

古川 武士／著

大好きなあの作品について、ほかの人と語り合ってみませんか？
一人で読むのとはまた違った楽しみがあるかもしれません。
みんなで作品の感想を話し合い、理解を深めて気軽に交流しましょう。

嫌なことを先延ばししてしまう、休日、ついダラダラと過ごしてしまう、
小さなことにくよくよしてしまうなど、悪い習慣に振り回されていませ
んか。この本では、やめるメソッドを体系化して、紹介しています。

午前 10 時〜 11 時 15 分
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
テーマ作品：『日の名残り』 カズオ・イシグロ ／著
『今日の人生』 益田 ミリ／著
『おしまいのデート』 瀬尾 まいこ／著
申込み：平成 30 年 3 月 1 日（木）までに、中央図書館の窓口または電話、
下記 E-mail にて申込み。

みんなの図書館 おとなの夜学
幻の儀式「船かぶせ」を知っていますか？
― 長良川に出航する新造船の物語 ―

日本実業出版社

中央

４/14
（土）
中央

（159 フ）

悪い習慣を断ち切って、
毎日快適に過ごしましょう！

腰痛改善！開脚ストレッチ
体が硬い人ほど効果大！！

NPO 法人 日本ストレッチング協会／監修

宝島社

（781.4 ヨ）

体は動かさないと、すぐに硬くなってしまいます。開脚ストレッチは、
一度に多くの筋肉を伸ばすことができます。4 週間で開脚ができるよう
になるプログラムや、部位別のストレッチが、写真とともに紹介されて
います。

ストレッチで健康な体作りを目指しましょう！

感動の進水式「船かぶせ」について、コーディネーターの久津輪さんと、船主となっ
た漁師の平工さんから伺います。未来に向けて、長良川の漁文化とそれを支える
手しごとをどう繋げていくか、岐阜のみんなで語り会いましょう。

おらおらでひとりいぐも

午後７時〜８時３０分

3/16
（金）

（596 ア）

若竹 千佐子／著

河出書房新社

場 所：中央図書館 南東読書スペース
ゲスト：平工 顕太郎さん（長良川若手漁師／鵜飼船頭）
久津輪 雅さん（岐阜県立森林文化アカデミー 准教授）
定 員：先着５０名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口、電話または、おとなの夜学 web サイトにて受付
http://otonanoyagaku.net

銀河鉄道の父

ほん

今野 敏／著

まちトーク

門井 慶喜／著

棲月

〜まちの中に本棚を〜

佐藤 愛子／著

午後７時〜８時３０分

第 3 回「Book Book 交歓会」
本を介して人と人が出会い、会話し、ともに楽しむ会です。「私には要らなくなっ
たけれど、他の誰かに読んでほしい本」をプレゼントします。本と本の交換や、
「自
慢の本・大切な本」の紹介もあります。本を介した交流を楽しみましょう。

午後 1 時 30 分〜 4 時
場
所：みんなの森 ぎふメディアコスモス １階 ドキドキテラス
出店条件：個人でもグループでも参加可。
※小学生以下のお子さんは保護者と一緒にご参加ください。
出店形態：机とブックスタンドを貸出ししますので、本を並べるだけです。
箱や布などを使用して、お店のように飾ると良いです。
本がメインですが、ＣＤやＤＶＤも置けます。
申込期間：平成 30 年 3 月 15 日（木）〜 4 月 1 日（日）
事前説明：4 月 2 日（月）午後 7 時〜 メディアコスモス １F 協働のへや
同時開催：午後 2 時〜 おはなしユニット「しゃっぽ」の公演
申込方法：岐阜市立中央図書館の窓口または電話、ＦＡＸにて受付。

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

新潮社

Ｆカド

Ｆコン

九十歳。何がめでたい

ぎふのまちの中やお店の中には本棚があります。読んでくつろいだり会話のきっ
かけになったり。本のあるお店を開く４人のゲストとカンチョーが、「ほん」と
「まち」をテーマに縦横無尽にトークを繰り広げます。

場 所：中央図書館 南東読書スペース
ゲスト：津田 芳子さん（喫茶 ヨジハン文庫）
樋口 尚敬さん（喫茶 星時）
堀江 俊宏さん（ビッカフェ）
山本 慎一郎さん（山本佐太郎商店）
聞き手：吉成 信夫（岐阜市立図書館長）
定 員：先着５０名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口、または電話、E-mail（fb-kouhou@gifu-lib.jp)

講談社

F ワカ

屍人荘の殺人

201８年 1 月 11 日〜
2018 年２月 10 日

展示

今村 昌弘／著

PICK UP

「過去から学び、いま備える」
熊本地震、糸魚川市大規模火災から２年、広島豪雨
災害から４年。これまで起きた大小さまざまな災害
からは、身を守るためにはどうすればよいのか様々
な教訓と方法を教えてくれます。
展示グローブでは、ぎふメディアコスモスの避難経
路をピクトグラムでご案内。今すぐにできる備えを
参考資料とともに紹介しています。

東部図書室

小学館

NEWS

「よい絵本」コーナーの紹介
東部図書室では、「よい絵本」コーナーを新たに設置し
ました。「よい絵本」は、全国学校図書館協議会が、
たくさんの絵本の中から、子どもたちにぜひ読んでほし
い絵本を選んだものです。新しい絵本はもちろん、長い
間親しまれてきた絵本も合わせて、約 280 冊紹介して
います。
絵本の読み聞かせをされる方や小さなお子さんのいるお
母さんたちにとても人気のコーナーです。

東京創元社

914.6 サ

F イマ

