岐阜市立図書館だより
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第４回 子どもと本と遊
ぶ日「つみきあそびを極
める！」
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Take free

イベント報告

3

子ども司書が
富山市立図書館を訪問！

2

子ども司書（第二期生）
誕生！

第 4 回「みんなの図書館
シアター」

1

８月７日（日）、岐阜市立図書館
の第一期子ども司書１０人が富
山市立図書館本館（ＴＯＹＡＭ
Ａキラリ）を訪問しました。

すすめ！メディコス探検
隊！！

土

７月２５日、２７日、２９日、
８月１日の４日間、子ども司書
養成講座を開催しました。
講師は東海学院大教授 アンド
リュー・デュアーさんと吉成図
書館長です。

８月２日（火）と８月９日（火）
に小学生向け調べもの講座「す
すめ！メディコス探検隊！！」
を開催しました。

８月１２日（金）
、図書館の視聴
覚資料を利用した映画会、
「みん
なの図書館シアター」を開催し
ました。
今回の作品は「劇場版 ムーミ
ン谷の夏まつり」
。ムーミンたち
が繰り広げる夏の物語のパペッ
トアニメーションです。

金

図書館の仕組みや司書の仕事を
学び、分類や読み聞かせは実践
も行いました。また、おすすめ
本の紹介をするブックトークや
ＰＯＰ作り、絵本作りなど、自
分が好きなものや自分の思いを
発信してもらう授業もありまし
た。

前半は図書館で使われている本
の「分類」について学びました。
クイズや問いかけに、皆さん積
極的に応えてくれました。
後半は、OPAC（蔵書検索機）
から出すレシートの見方を説明。
そして、地図を持って館内を探
検し、レシートと同じ本を持っ
て来てもらいました。

058-262-2924
058-268-1061
058-233-8170
058-241-2727
058-234-1633
058-240-2702
058-388-2026

木

岐阜市立中央図書館も富山市立
図書館本館も、開館して１年ほ
どの新しい図書館です。富山の
図書館がどんな特徴を持ってい
るのか、岐阜市立図書館と違う
点や似ている点について調査し
ました。館内を案内していただ
いた後は、司書さんに質問した
り、来館者に声をかけてインタ
ビューも行いました。

今回は上映前にちょっとだけ、
吉成館長からムーミンについて
のおはなしがありました。
館長がフィンランドにあるムー
ミンワールドに行った時のこと
を写真を見せながらおはなしし、
わくわくした雰囲気の中、映画
が始まりました。

８月２１日（日）、おもちゃコン
サルタントマスターの加藤 理香
さんの進行で、小学生を対象と
したつみきあそびを極めるとい
う少し上級者向けのイベントを
行いました。

第１回 「みんなの図書館
おとなの夜学」
８月２５日（木）、「みんなの図
書館おとなの夜学」第二期がは
じまりました。
今回のテーマは「岐阜から生ま
れたジャポニスム−岐阜の伝統
工芸・前編 美濃和紙と岐阜提
灯の今−」。

会場にはいろいろなつみきやお
もちゃが広げられ、四角のシン
プルなものや、振ると音が鳴る
もの、穴が開いていて棒を差し
て別のつみきとつなげることが
できるものなど、さまざまです。
会場は岐阜市立中央図書館の金
華山テラス。風が気持ちよく、
灯された提灯の明かりがいい雰
囲気でした。

「つみぼぼ」という飛騨のさるぼ
ぼをモチーフにしたつみきでは、
どのくらい高くつめるかを競争
したりしました。

7
水

今回富山市図書館を調査してわ
かったことや感じたことは、メ
ディアコスモスで収録する「て
にておラジオ」で、子ども司書
自らの言葉で伝えました。収録
したものはＦＭわっちでも放送
されますので、そちらもぜひ聞
いていただきたいと思います。

夏休み時期ということもあり、
子どもたちが多く、館長のおは
なしや会場内に展示したムーミ
ンや妖精に関係する本に興味を
持ってくれて、映画を見た後に
展示している本も借りてくれま
した。次回は 11 月に開催の予定
です。お楽しみに！

6
火

最終日に「子ども司書認定証書」
と「子ども司書認定カード」を
渡し、２０名の子ども司書第二
期生が誕生しました。４日間の
講座を終えてこれからやってみ
たいことを聞いたところ、ラジ
オ作りや読み聞かせなど、やり
たいことがたくさんあふれてい
る様子でした。

次の遊びでは、ハンカチの上の
つみきに好きなつみきを一つ置
き、できたら隣の人に渡してつ
なげていき、最後に何ができた
か発表しました。その後は、ハ
ンカチの上のつみきを使って動
物を作りました。馬やワニ、う
さぎなどの色々な動物が出来上
がりました。

最初は迷っていた子もヒントを
出せば、その本にたどり着くこ
とができました。レシートを終
わらせた子には、
「野菜の育て方
について書かれている本」
「落語
に関する本」などのお題を出し、
それに当てはまる本を持ってき
てもらいました。

5
月

また、壁新聞も作成して館内に
掲示しています。ぜひご覧くだ
さい！

時間一杯まで、みんなで協力し
て作ったり、つみきの世界に引
き込まれて真剣に遊びました。

最後に、メディコス探検隊の「認
定書」と「認定シール」をお渡
しして講座を終えました。

司町 405
橋本町 1-10-23
万代町 2-5-1
芥見 4-80
下鵜飼 1-105
前一色 1-2-1
柳津町宮東 1-1

ここでは館に関わる子ども
やおとなが自分たちが主体的
に関わり社会に向けて発する
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ＦＭわっち放送日
9 月 8 日（木）午後 2 時〜、
9 月 10 日（土）午前 11 時〜

対談は美濃和紙を使った提灯用
和紙の加工販売や絵付けを行う
家田紙工株式会社の家田 学さん
と、岐阜提灯を製造する株式会
社浅野商店の浅野 有誠さんで
す。
お二人とも伝統的な技術を極め
ることはもちろん、最新技術も
使って作品の幅を広げたり効率
を高めたりしていることなどを
お話されました。また、浅野さ
んにお持ちいただいた様々な提
灯について解説していただきま
した。
このイベントの様子は図書館の
資料としてアーカイブ化し、ＨＰ
で公開しますので、ぜひご覧く
ださい！

9:00 ー 20:00
9:00 ー 21:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00
9:30 ー 17:00

sep

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
中央図書館
分館
長良図書室
東部図書室
西部図書室
長森図書室
柳津図書室

岐阜市立図書館
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…全館休館日

図書館の立場から「メディ
アコスモス」の言葉の意味を
考えてみたい。
メディコスと親愛の情を込
めてそう呼ぶ子どもやおとな
のみなさんを目にしながら、
この一年、現場でずっと咀嚼
しながら考えてきた。

18 19 20 21 22 23 24

…図書室休館日
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休館日の
お知らせ
編集後記

子ども司書たちが発する情
報は、ラジオ番組となって流
れている。図書館がまちに関
わる生活文化情報（花見、花
火、カフェなど）をマップに
編集して発信するのも紙メ
ディアだ。読み聞かせで使う
わんこカートきららも、移動
型のメディアと言えるかもし
れない。
メディアは、世の中では一
般に、新聞、ＴＶ、ラジオな
どの情報伝達媒体のことをい
うのが普通だろう。でもここ
ではちょっと違う意味を込め
てそう呼んでいるつもり だ。

岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
コスモス（宇宙）の中から
新しいメディアが生まれてい
くこと。図書館は、本や情報
を通して、そんなやわらかい
つながりをここに関わるすべ
ての市民の方々とともに創り
出していきたい。
まもなく活動を始める「ぎ
ふライブラリークラブ」も、
年代の区別なく、本を通して
ひとを結んでいく流れをひと
つずつ創り出すのが目的だ。
すべての情報の仕組みのこと
をメディアと言いたいのだ。

「メディア
コスモス」
の意味

SEP

夏休み期間ということもあって、子ども向けのイベントを数多く行いました。詳しくは
イベント報告をご覧ください。

岐阜市立図書館でお配りしている読書ノート、
「本のお宝帳」。これを３冊書きためた人に与
えられる称号、「サブリーダー」さんたちの集
まりを開催し、おすすめの本のＰＯＰを作っ
て展示しました。展示は終わりましたが、作っ
てもらったものはおはなしのへやの近くに置
いてありますのでぜひご覧ください！
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を開催しました！
本のお宝帳「サブリーダーの集い」

展示
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物を捨てて身軽になろう

（597.5 ﾌ）

私たちの生活、実は所持品の２割で成り立っているって、ご存知でした
か？「もったいない」「いつか使う」という思いから眠ってしまってい
る物を、さっぱり手放してみましょう。
思い出は心の中に残し、物は感謝をして捨てる。そうすることで、新し
い自分に出会えるはずですよ！

捨てる女
内澤

図書館の救世主

旬子／著

本の雑誌社

ボランティアさん！

（916 ｳ）

「貰ったり拾ったり集めたり、気づけば部屋も暮らしもなにもかもがカ
オスになっていた・・・」と語る著者が物への執着を捨て、何から何ま
で爽快なまでに捨てまくります。
『飼い喰い』『身体のいいなり』でおなじみの内澤旬子さんが独自の文章
で綴る断捨離エッセイです。

【新着図書】

海竜社

（188.8 ﾏ）

物が溢れる豊かな時代だからこそ、自分の持ち物を見直してみましょう。
人は何も持たずして生まれてきました。持ちすぎたものを削ぎ落とし、
本当の豊かさとは何かを考えてみましょう。
「モノ」「感情」「人間関係」の手放し方について禅の教えを交えて学ん
でみませんか？

分館

9/11
（日）

分館ファッション
ライブラリー 8 月の
生活デザイン講座

10:30~16:00
ものづくりの楽しさを
体験しましょう！

イベント
案内

糸と布を使って、一緒に簡単でかわいい小物を作りま
しょう。豊かな生活に繋がるアイデアみつかります。
場

所：岐阜市立図書館 分館
（ハートフルスクエアーＧ 1 階）
講 師：岐阜女子大学 生活科学専攻
ECO＋ものづくりプロジェクト
受講料：無料
（ただし材料費代として １００円は別途負担）
申込み：不要
問合せ：岐阜市立図書館 分館
岐阜市橋本町 1-10-23
ＴＥＬ：058-268-1061

9/21 中央図書館
（水） ワークショップ

わたしのおすすめ本
展示

18:30~19:30

「みんなのライブラリー」は、中央図書館にある市民の
みなさんのおすすめ本の展示コーナーです。
館内でテーマに沿ったおすすめ本を探し、ＰＯＰを作成
するワークショップを定期的に開催します。
同じ趣味を持った方と語り合いながら、楽しく展示を
作ってみませんか？
場

所：みんなの森
中央図書館

家族

ぎふメディアコスモス２階
つながる読書のへや

テーマ：

申込み：不要
問合せ：岐阜市立中央図書館
ＴＥＬ：058-262-2924

岐阜市司町 40−５

9/16
（金）

5

第６回トークセッション
「ゆっくり、のんびり。
ぎふで暮らそう。」

毎回館長とゲストとの対談の中で、モノとお金だけではない暮
らしの楽しみ方を、くつろぎながら身の丈レベルで考える講座
です。また、ゲストによる本の紹介も行います。
今回はデザイナー歴５０年以上、海外での受賞歴も多い岐阜市
在住のグラフィックデザイナー・田邊 雅一氏をお招きします。
グラフィックデザインってなに？なぜデザイナーになったの？
という経緯や表現することの楽しさ、自由さを、二人のおとな
が語り合います。
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
出 演：田邊 雅一氏
（グラフィックデザイナー・株式会社メディア）
吉成 信夫（岐阜市立図書館館長）
定 員：５０名（先着順）
申込み：岐阜市立図書館カウンターまたは電話にて受付
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

陸王

池井戸 潤／著

くなるくらい綺麗によみがえっ
ていました。司書顔負けのその
技に感動！ ! と同時に、ボラン
ティアさんの本への愛情を感じ
て、とっても温かい気持ちにな
りました。もし、皆さんが手に
取った本が修理されていたら、
そんな本の救世主ともいえる修
理ボランティアさんのことを思
い出し、大切に本を読んで頂け
ると嬉しいです。

集英社

F イケ

海の見える理髪店
荻原 浩／著

集英社

F オギ

コンビニ人間
村田 沙耶香／著

希望荘

文藝春秋

宮部 みゆき／著

去就

今野 敏／著

9/20
（火）

小学館

新潮社

F ムラ

F ミヤ

F コン

中央図書館
第２回 みんなの図書館
おとなの夜学

19:00~20:30

中央図書館

19:00~20:30

場

図書館の本は多くの方が利用
します。そのため、破れたり
汚れたり、修理が必要な本も
たくさん出てきます。そんな
修理本を直すために、中央館
では約 30 名の修理ボランティ
アさんが活動して下さってい
ます！
先日も、ページの破れた本が
丁寧に貼り付けた糊と修理
テープでつなぎ目が分からな

予約 1
BEST 2
3
4
5

持たないという幸せ
枡野 俊明／著

NEWS

ちょこっと

端末紹介

KADOKAWA

岐阜市立図書館

自分で本を検索できる機械︑Ｏ
ＰＡＣ︵オパック︶を利用され
る方がとても多くなりました︒
検索だけでなく︑予約をしたり︑
パスワードやメールアドレスの
変更などの個人情報の変更など
も自分ですることができます︒
︵ ※
インターネットでのご予約
をするには︑メールアドレスの
ご登録が必要です︒︶
①予約したい資料を探す
②﹁予約する﹂または﹁予約申込﹂
ボタンを押す
③利用カード番号︵バーコード
付近にある番号︶とパスワード
︵初期設定では西暦の生年月日
８ケタ︶を入力
④連絡方法・受取館を確認・必
要なら変更して﹁予約﹂ボタン
を押す
この４ステップで予約が完了！
皆さんぜひご利用くださいね︒

１週間で８割捨てる技術
筆子／著

２０１６年９月号

西部図書室

おすすめ

岐阜市立図書館だより

私たちの暮らす岐阜のまちがこれまで育んできた文化や歴史を、知の
拠点である図書館から発信する「みんなの図書館 おとなの夜学」を
開催します。
岐阜ならではの異色な人々が集まり、「岐阜にいながら知らなかった岐
阜のこと」を、対談やパネルディスカッション形式で語ります。

「川が繋いだ手仕事の物語
−岐阜の伝統工芸・後編
和傘、鵜籠、川舟−」
岐阜で様々な工芸品が生まれたのは、生産地である美濃との水運があっ
てこそだといわれています。
高度成長期に一度途切れかけたその繋がりや手仕事の再生に挑戦して
いる久津輪氏と、未来の岐阜和傘を担う若手和傘職人の高橋氏ととも
に、岐阜の伝統工芸を未来に繋げる方法を考える対話の会です。
出

演：久津輪 雅氏（岐阜県立森林文化アカデミー准教授）
高橋 美紀氏（和傘職人）
場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス ２階 金華山テラス
定 員：５０名（先着順）
受講料：無料
申込み：中央図書館総合カウンター、電話
または、「おとなの夜学専用ページ」
http://otonanoyagaku.net にてお申込みください。
問合せ：岐阜市立中央図書館 岐阜市司町 40−５
ＴＥＬ：058-262-2924

