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本ｄｅ子育てカフェ 第２回
児童編「昔ばなしが
教えてくれる子どもの成長」
ショート•ショート発表会
開催！

も個性的で朗読を聞いていると

・「塩味のプリンで

講評をいただきます。どの作品

・「優秀なサンタ」

発表後は朝井さんから 1 人ずつ

○高校生の部

の朗読で発表しました。

・「アイのシナリオ」

8 作品を、作者の中高生が自身

・「人面獣心」

事前に朝井 リョウさんが選んだ

・「いつか帰るその日を信じて…」

今年で 3 回目。応募作品から

・「確率メガネ」

思いから始まったこのイベントも

○中学生の部

未来の書き手を育てたいという

以下の通りです。

開催しました。

の中から朝井さんが選んだ作品は

のショートショート発表会」を

高生から力作が集まりました。こ

さんをお招きして「ぼくのわたし

集まった作品は 50 編。今年も中

10 月 28 日（土）、朝井リョウ

8 月 15 日の募集締め切りまでに

世界は逆転するか」
・「里帰り」

「主人公がちょうどよいかわいら
しさで応援したくなるよね」
「人によってはスルーしてしまう

説にできるのは、すばらしい個性

てていきたいという想いが温も

だと思う」と、朝井さんは小説家 りとなって会場を包んでいまし
ならではの視点で一人一人の良さ た。「まだ出会ったことのない表
を引き出したり、「同じような文末 現に出会うための宝探しのよう
が続かないように気を付けてい

10 月 26 日（木）、長年にわたっ
て全国で昔ばなしの担い手を育て
て来られた小澤 俊夫先生をお迎
えして子育て講座を開催しました。

に本を読み、それぞれ違う力の

けてくれる存在になります」朝

寄り添い声をかけていたのが印象

生のいろいろな場面で自分を助

を生み出す書き手” として彼らに

けてください。きっと言葉は人

朗読する中高生たちと同じ “作品

迎えていました。図書館として

願います。

みんながこのイベントを見守り育

交う空間であり続けたいと強く

朝井さん、学生たち、そして観客

よる生き生きとした言葉が行き

しずつ笑顔を見せていました。

考え、図書館が未来の書き手に

舞台で緊張していた学生たちも少

も毎年続けていくことの意味を

そんな朝井さんの気さくな姿に、

レッド

岐阜のまちが舞台の

『僕たちはまだ、坂の途中』。
スポーツドリンクのＣＭ並みに
さわやかな情景が

タイトルでぐっと
心をつかまれる

星新一さんの作品を
読んでいたんだっけ？

シマ

と錯覚してしまう
『忘れられた記憶』
。

『塩味のプリンで

生き生きと描かれる、

この練られた作品を

世界は逆転するか』
。

瑞々しい作品です。

書いたのが中学生

作品に終始流れるのは

対象は、今まさに子育て中のお
母さんたち。当日は、赤ちゃんや
幼児を連れての参加者もいて温か
い雰囲気。昔ばなしは、目で読
む読書とは違い、生きた言葉を
耳から聴くこと。つまり、子ども
は言葉を絵に変換する力が養わ
れていく。先生のお話しは、やさ
しく明快です。何度も繰り返し聴
くことで、子どもの魂に効いてい
く。そんな大切なメッセージをい
ただく講座となりました。

“お弁当” をテーマにした
大人な一編は
『一番好きなもの』
。
こんな風に男女の心模様が

アズ

だというから驚きです。

ＹＡ世代特有の切なさ。
青春の風を感じます。

レンス
レファ
もの

「調べ

い。」

お手伝

「調べもの」のコツ
Q．
「ヘレン・ケラー（1880
年〜 1968 年）
が昔、岐阜を
訪れたことについて」知りた
い。

る」といった苦労に共感したりと、 開く瞬間に備えて文章を書き続

井さんから中高生たちへ力強い

的でした。

メッセージもいただきました。
2 年連続で舞台に上がった子、
舞台に上がれなかったけれども、
質疑応答で朝井さんの言葉を自
分のものにしようと真剣な子、
それぞれの思いを胸にこの日を

それぞれの世界にぐっとひきこま
れました。

・「一番好きなもの」
あとは本番を迎えるのみ。どんな
1 日になるのでしょうか？

ようなひとことを拾い上げて小

図書館担当者に聞く
「印象に残った作品は？」
ドキドキしたり
わくわくしたり
思わぬ恐ろしい展開に
“うわぁ…” と
声が出てしまったり…。
図書館担当者が
注目した作品を紹介 !

描けるなんて、
最近の高校生って
オトナなんですね。

応募作品はすべて、「ぼくのわたしのショートショート発表会作品集」として 1 冊の
冊子にまとめられ、図書館で借りることもできます。ぜひ手に取ってみてください。

“ヘレン・ケラー”をインター
ネットで調べると、
３度来日
していることはわかりました
が、
いつ岐阜を訪れたのかは
不明でした。
そこで、岐阜県図書館のホー
ムページで、
「詳細検索」
から
「新聞記事」検索をすると「ヘ
レン・ケラー岐阜の記憶 岐
阜盲学校訪問 卒業生宅に
写真」
（中日朝刊 2016 年 1
月 6 日−29 面）
がヒットし
ました。
当館所蔵の中日新聞と、
その
記事中にあった『岐阜盲学
校百年史』
から、1937（昭
和 12）年に初来日して、6 月
7 日に盲学校を訪れ、長良川
の鵜飼も “体感”したことが
わかりました。
岐阜県関連の出来事につい
て、新聞•雑誌記事などを検
索できる岐阜県図書館独自
のデータベースは、便利で誰
でもインターネットで調べる
ことができます。

ショート シ･ョート発表会 小説家の朝井 リョウさん、
（
通称 ぼ
担当編集者さんたちと
: くわた）
担当者のイマタケです。 作品の選考を行います
。

。
こんにちは

お久しぶりです。

お願い

今日は打ち合わせのため
よ、よろしく
集英社にやってきました。
します。

イマタケ

◯時間にもおよぶ熟考の
応募総数 作品のショート
結果、ステージで朗読する
ストーリー全てを朝井さん
と担当者が読み進めます … ８作品が決定しました！

この作者の子、
長い前髪を横分けに
腰、痛くない。
してそうです 。
…
集英社の座り心地良いソファーの
途中こんな推理もありつつ おかげで腰痛が改善されました。

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
５０

手土産

集英社 応接室

in 東京

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 館長
吉成信夫

岐阜市立図書館
編集後記：大学時代の友人が静岡からショート•ショー
ト発表会を見に来てくれました！朝井さんのファンで
最新作『風とともにゆとりぬ』は面白かったそうです。

26 27 28 29 30

本に読み疲れたら、ぼーっと
するのもよい。
見上げれば秋空に雲がぽっか
り浮かんでいたりする。

長良図書室は
蔵書点検のための
休みがあります。
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本を読もう。
もっと本を読もう、とつぶや
きたくなる季節だ。

子どももおとなも、贅沢な時
間をここで過ごしてほしいと
思う。

図書館の外側に並木テラスと
いう縁側のような細長いベン
チスペースがある。
ここでは風に吹かれながら本
が読めるのだ。

今月は秋の読書週間。ここで
もイベントが相次ぐ。

本を読むことで、いきいきと
した言葉が図書館という空間
の中で交わされ、豊かな言葉
で満たされる。そんな場所に
したいと思うのである。
「えほんフェスティバル」、
「図
書館は本と人とまちをつな
ぐ」、「まちライブラリアン養
成講座」などである。

並木テラスが
気持ちよい季節です。

NOV

…全館休館日
…図書室休館日

NEWS LETTER

休館日の
お知らせ

よっこ／作
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イベント
11/17
（金）

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ

「第９回 みんなの図書館シアター」
上映作品：
「素晴らしき哉、人生！」
（1946 年 アメリカ 130 分 字幕スーパー）
人生に絶望した男が見習いの天使と出会い、生きる喜びを取り戻す
ヒューマンドラマの傑作です。
フランク・キャプラ／監督 ジェームズ・スチュワート／出演

14:00 〜（13:30 開場）
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール
定 員：200 名
入場料：無料
申込み：事前申込不要
※当日午後 1 時より、ホール前にて整理券を配布します

11/19
（日）

図書館☆文学部「図書館謎解きゲーム
失われた物語をとりもどせ！」
図書館内にて、謎解きゲーム「失われた物語をとりもどせ！」を開催します。

第一回：14 時〜15 時 30 分まで
第二回：16 時〜17 時 30 分まで
第三回：18 時〜19 時 30 分まで
場 所：岐阜市立図書館 分館
定 員：各回５グループまで（１グループ６名まで。一人でも参加可）
対 象：中学生から 30 歳くらいまで
参加費：無料
持ち物：岐阜市立図書館利用カード（当日作成可）
申込み：事前申込不要 ※当日、各回 15 分前から受付を開始します。

11/25
（土）

２０１７年１１月号

「回転アニメで絵を動かそう」

スポーツ実況の舞台裏
四家 秀治／著

彩流社

スポーツ観戦がより一層楽しめそうです。

アスリートシェフの
チキンブレストレシピ

荻野 伸也／著
山下 圭子／栄養指導 栄養計算
柴田書店
（596.33 オ）
良いからだを作るには、高タンパク低カロリーの、鶏むね肉が最適です。
体を動かすことが好きな著者が、サラダチキン、チキンソテー、チキンしゃ
ぶしゃぶなど、バリエーション豊かなレシピを紹介します。

チキンに含まれる栄養素や疲労回復法
などについてのコラムも楽しく読めます。

スポーツ事故対策マニュアル
弁護士によるスポーツ安全対策検討委員会／著
体育施設出版 （780 ス）

マスカレード•ナイト
東野 圭吾／著

カズオ•イシグロ／著
933.7 イシ

日の名残り
カズオ•イシグロ／著

展示

PICK UP

「喫茶店・カフェで本を楽しむ」
総務省の家計費調査によると、岐阜市の喫茶代支出
金額は全国１位！（※）。岐阜では喫茶店やカフェは
３つめのリビングのような存在なんですね。
さあ、お気に入りの本を手に喫茶店で読書はいかが
でしょう？ 司書手作りのコースターやコーヒーチ
ケットも展示されていますよ。
（※2014〜2016 年の平均。岐阜市は 15,018 円。
全国平均は 6,045 円）

F ヒガ

早川書房

早川書房

933 イ

忘れられた巨人

13:30 〜 15:00

Ｅメール：library1@city.gifu.gifu.jp

集英社

わたしを離さないで

見た目は同じでも中身は違う。例えば、あなたとあなたの子どもはよく似ている
けれど、見ている世界が、色が、違うかもしれない。もしかしたら、と考えるきっ
かけを岐阜大学の学生さんとワークショップを通して見つけてみませんか？

ライブラリーいち＠シティー . ぎふ . ぎふ . ジェイピー

他

事故には十分気をつけて
スポーツを楽しみましょう！

人権イベント
「わたしとあなたは同じ色！ほんとうに？」

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

大橋 卓生／編

スポーツ事故発生の問題点を、弁護士が法律の専門家としての立場から、
競技種目や施設別にイラストを交えてわかりやすく解説しています。さ
らに、スポーツ事故関連法や法令通達一覧等も収録され、さまざまな情
報を網羅しています。

13:30 〜 15:00

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

当館所蔵とは表紙が
若干異なります。

【新着図書】

描いた絵を回転させて、パラパラ漫画のように絵が動いて見えるソーマトロープ
とゾートロープをつくります。

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
協 力：岐阜大学 LGBT 支援『にじねこ』
定 員：３０名（先着順）
申込み：中央図書館のカウンターまたは電話にてお申し込みください。

（699.6 ヨ）

スポーツの魅力を視聴者に伝える役目を担う、スポーツ実況解説者。様々
なスポーツの知識、あらゆる場面を想定した事前準備、試合中に生じた
ことを整理してわかりやすく即座に伝える力が必要です。実況担当アナ
ウンサーである著者が、その舞台裏を解説します。

場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス つながるスタジオ
定 員：15 名（小学校 3 学年以下の場合は、保護者同伴）
持ち物：定規、カッター、はさみ、着色用に色鉛筆など
受講料：無料（ただし材費代として 300 円は別途負担）
申込み：11 月７日（火）午前 9 時より中央図書館のカウンター
または電話・Ｅ−mail にてお申し込みください。
Ｅ−mail の場合は講座名・氏名・年齢（学年）・TEL をご明記ください。

11/26
（日）

スポーツの秋

本

カズオ•イシグロ／著
933.7 イシ

早川書房

この世の春

上

宮部 みゆき／著

新潮社

Ｆミヤ

蔵書点検により臨時休館をします
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。

長良図書室

11 月 15 日（水）〜 17 日（金）

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。）

柳津図書室

NEWS

「工作コーナーができました！」

柳津図書室の窓際には、子ども向けの工
作の本やその本を参考にして作った作品
を展示しています。
子どもたちが飾ってある工作で遊んだり、
夏休みの宿題にしたりと、大人気のコー
ナーですよ。
また、折り紙の本（分類 754）のところ
には、折り紙作品も展示中です。
人気キャラクターや立体の乗り物などな
ど。「これが折り紙で作ることが出来るな
んてすごい！」と感動すること間違いなし
です♪

