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岐阜の地で、楽しく豊かに暮らしていくための原動力になる「思い」のこと。ひとりひとりの
心の中にある、岐阜の「いいな」と思うところ、「好きだな」と思うこと。その気持ちを誰か
と繋がりながら育てていくことで、もっと暮らしが豊かになっていくはず！
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岐阜で楽しく豊かに生きていくためのヒントになる本を
テーマに、暮らし方、仕事、まちとの関わり、人とのコ
ミュニケーションなど、「生きる武器」や「暮らしを耕
す種」になる情報を提案する資料を集めた特集本棚。
イベントや展示の場としても活用しています。

「岐阜で実現するあたらしい暮らし」

「蓑虫山人、美濃に帰る」
　　　　（2021年12月）

本棚の各テーマに

ついて、解説して

いきます。

第7期　師走

過去・現在・未来にわたる岐阜の魅力を伝える、情報集積のシンボルエ
リア。初めて岐阜を訪れた人がさまざまな岐阜の情報を知ることができ
るのはもちろん、ずっと住んでいる人もきっと新たな岐阜を見つけられ
るはず。3月のオープン前、子ども司書が「小さな司書のラジオ局」の取
材で体験してきました！

岐阜のことをもっと詳
しく知ることができる
本棚。歴史や旬な情報
などさまざまな本が並
びます。
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岐阜の偉人・文化人
から、伝統工芸の職
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紹介されています。

岐阜の偉人・文化人
から、伝統工芸の職
人さんなど、岐阜で
ユニークな活動をし
ている人たちがしお
りサイズのカードで
紹介されています。

岐阜の魅力的なスポットを紹介する
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きます。

シビックプライドプレイスの大
きな特徴は、まだ完成していな
いこと。今後もまちに出かけた
り、写真を集めたり、市民のみ
なさんと一緒に情報を集めてい
きます。

行ってみたいスポットを
選んで、オリジナルの
マップを作れるよ

スマホにダウンロードも
できるんだって！

行ってみたいスポットを
選んで、オリジナルの
マップを作れるよ

スマホにダウンロードも
できるんだって！

江戸・明治・大正時代の
地図を今の地図と

見比べることができて
おもしろーい♪

江戸・明治・大正時代の
地図を今の地図と

見比べることができて
おもしろーい♪

まちあるきステーションまちあるきステーション ぎふ歴史ギャラリーぎふ歴史ギャラリー

今後はますます、この本棚から「暮らしを耕す」発
見の種を見つけたり、ここで出会った人とつながり
をつくったりと、この場所が私たちの暮らしやまち
をもっとおもしろく、楽しむための場となるような
しかけづくりをしていきます。このまちでの暮らし
かた、楽しみかた、一緒に考えてみませんか。
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“今”と  “これから”

シビックプライドプレイスがオープン！
子ども司書が取材してきました

常設展示常設展示

トークイベントトークイベント

対話 の 場として

おとなの夜学おとなの夜学 展示展示
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ゲスト：服部みれいさん
（2021年3月）
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https://www.g-mediacosmos.jp/lib/

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

2022

休館日の
お知らせ

… 図書室休館日

… 全館休館日
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編集後記：図書館だよりを担当して 1 年が経ちま
した！あっという間に感じます。これからも楽し
みながら作っていきますので、よろしくお願いし
ます。（悠）

時代に縛られず
自由に生きたゆる仙人

江戸から明治にかけて折りたたみ式の

テント「笈」を背負い、日本中を旅した
バックパッカー蓑虫山人。
その生涯は絵筆と共に
ありました。

蓑虫山人

おとなの夜学で登場した
岐阜にゆかりのある“ひと”を
ご紹介します

みのむしさんじん

彼は 14 歳で故郷・岐阜を出て西へ東へと放浪し
ます。行く先々で人々と交流し、その土地の美
味しいものや景色を絵で伝えるインフルエン
サーであり、東北で公園作りに携わったり、後
年は縄文文化について調べ土偶を発掘するなど
彼の興味は多岐多彩。その根底には日本各地の
素晴らしいものや珍しいものを集めた博物館・
六十六庵を作る夢がありました。

みんなの図書館 おとなの夜学とは？

岐阜の文化にまつわるあれこれを学ぶ講座。「岐

阜にいるのに知らなかった岐阜を知る」がコン

セプトの、おとなのための学びの時間 。岐阜の

地域文化に精通したその道の第一人者が、奥深

い「岐阜」を語ります。今期で8年目を迎えます。

開催をおたのしみに！

岐阜の に
出会う

どんな人？

ぎふライブラリークラブを
ご存知ですか？

最初に始まった並木道読書
会はメンバーが増えたり、
オンライン読書会に挑戦し
たりと形を変えながらその
時にできることをやってき
て、今年の5月で33回目。
コロナが流行し始めたこ
ろ、「今だからこそできる
ことがないか考えてみた
いですね！」と最初に声
を上げてくれたのも、会
員の方でした。
今では「どうすれば図書
館はもっとおもしろい場
所になっていけるのか」
共に考え盛り上げようと
してくださる心強いパー
トナーのようにも感じて
います。

図書館で「何かやりたい！」
という人が集まって「ほん・
ひと・まち」をつなぎ、広
げていく活動を企画・運営
する、市民の皆さんによる
自主グループです。

会員は随時募集中。参加
資格は、15 歳以上である
ことと、図書館で「こんな
ことやりたい！」という好
奇心とやる気があることだ
けです。みなさんの「やり
たい！」ことを実現するた
めに、会員と図書館が一緒
に考えます。

4月には小中学生向けの「科
学する絵本」と「並木道オ
ンライン読書会」を開催、
そして 5 月には図書館で音
楽を聴きながら同じ本を読
む「会話のない読書会」と
「並木道読書会（対面）」が
控えており、新年度も早速
たくさんの企画が動き出し
ています。
アイデアを持ち寄り、実現
に向けて話し合う「定例が
やがや会議」を隔月で開い
ています。まずはあなたの
「やりたい！」をここに持っ
てきてみませんか？
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すぐそこにある、実は奥深き世界

身近な雑草たちの奇跡
道ばた、空き地、花壇の隅 ...
気づけばそこにいる植物の生態
森 昭彦／著　SBクリエイティブ（470.4 ／モ）

今や世界中の植物を日本で見ることができる奇跡の時代になった、
という著者。ナズナやスミレなど道ばたに咲くおなじみの草花や、
有害な毒をもつ悩ましい植物、寄生して生きる少し奇妙な植物たち
をカラー写真で紹介しています。

【新着図書】
となりのハト
身近な生きものの知られざる世界
柴田 佳秀／著　 山と溪谷社（488.4 ／シ）

「下向きで水をゴクゴク飲めるのはハトだけ」「オスもミルクを出し
て子育てをする」など、意外な能力を秘めたハトに関する豆知識が
満載。近所の公園から世界の国々まで人と深くつながりながら生き
てきた彼らの世界をのぞいてみては。

マンガで読む発酵の世界
微生物たちが作り出すおいしさと健康の科学
黒沼 真由美／著　緑書房（588.5 ／ク）

醤油や味噌、納豆、ヨーグルトにチーズなど毎日の食卓に欠かせな
い発酵食品。そもそも発酵とは？健康にいいとは聞くけれど実はあ
まりよく知らない発酵の世界を、微生物キャラクターたちがゆるく
分かりやすく教えてくれる一冊。

BESTBEST 55予約

新しい雑誌が

入りました！

は
な しの郷 土

地域資料

ってナニ？

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
TEL ：058-262-2924　　　　　　　　　　　Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ. ジェイピー）

新型コロナウイルス感染症対策のため入場時の検温、アルコール消毒、イベント中のマスク
の着用にご協力をお願いいたします。体調がすぐれない方、対策にご協力いただけない方の
ご入場をお断りすることがあります。また、状況により開催を中止する場合があります。

テーマ　　映画『ドライブ・マイ・カー』
　　　　　『invert 城塚翡翠倒叙集』 相沢 沙呼 / 著　講談社

1
2

本好きよ集まれ！ 並木道読書会　vol.33

日　時：2022年5月 28日 ( 土 ) 18：00～ 19：00
場　所：ぎふメディアコスモス １階 おどるスタジオ
申　込：5月 25日（水）締切（先着順）　申込状況によっては、当日も受け付けます
　　　　中央図書館窓口・電話・メールにてお申し込みください
　　　　Ｅメールでお申し込みの際は、
　　　　氏名・テーマ作品・連絡先（電話番号またはＥメー ル）を明記してください
※ 締切時点でお申し込み人数が少ないテーマについては中止になります

どちらかを選んでお申し込みください
（チラシの裏に申込書があります）

図書館で音楽を聴きながらみんなで本を読もう

『映画 「マチネの終わりに」 オリジナル・サウンドト
ラック』CD を聴きながら、「マチネの終わりに」（平野
啓一郎 / 著 毎日新聞出版）を読みます

日　時：2022年5月 21日 ( 土 ) 10：30～ 12：00（10：15受付開始）
場　所：岐阜市立中央図書館　シビックプライドライブラリー
申　込：事前申込　定員20名（先着順）　申込状況によっては、当日も受け付けます　
　　　　中央図書館窓口、電話、メールにてお申し込みください
※テーマ本「マチネの終わりに」をお持ちください

図書館の一角で同じ音楽を聴きながら、同じ本を読む「会話のない読書会」
言葉を交わさず、空間と本と音楽を共有しませんか？

最新の申し込み状況は
中央図書館まで！

久々に映画が登場！ドライブ・マイ・カーの濱口監督は子どもの頃岐阜市
に住んでおり、柳ヶ瀬商店街の映画館に通っていたそうです。

いますぐはじめて一生役立つ
お金の教科書
横山 光昭／著　　インプレス

オトナ女子の
お金の貯め方増やし方BOOK
大竹 のり子／監修　　新星出版社

学びを結果に変えるアウトプット大全
樺沢 紫苑／著　　サンクチュアリ出版

くらべてわかる 野鳥
叶内 拓哉／著　　山と渓谷社

妊娠カレンダー
小川 洋子／著　　文藝春秋
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黒牢城
米澤 穂信／著　　KADOKAWA　　 F ヨネ

白鳥とコウモリ
東野 圭吾／著　　幻冬舎　　Fヒガ

52ヘルツのクジラたち
町田 そのこ／著　　中央公論新社　　Fマチ

透明な螺旋
東野 圭吾／著　　文藝春秋　　Fヒガ

「育ちがいい人」だけが知っていること
諏内 えみ／著　　ダイヤモンド社　　 385.9 ス
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電子書籍紙の書籍

おすすめ 本

NEWSNEWS西部

イベント中央

西部図書室では、今まで購入してい
た『東海ウォーカー』と『ミセス』の
代わりに新たに『KELLY』と『エクラ』
を購入することになりました。
『KELLY』は地域情報誌、『エクラ』は
ファッション関係の雑誌です。
ぜひご利用ください。

「昭和時代の柳ケ瀬商店街の地図はあるか」「川原町の昔を知りたい」というような

ご質問をよく受けます。その地域の人たちが当時の記憶を記した資料であったり、

その地域の広報誌や無料配布されているマップやガイドブックなどが、書店で売られ

ている本以上に要望に沿うことがあります。

図書館ではそのような資料を地域資料と呼んでいますが、後世に残したい大切な資料

のひとつです。今この時代の資料が、まだ見ぬ未来にどんな役目を果たすのかわかり

ませんが、今と同じように研究に役立ったり懐かしんだりと、人々の心を満たすもの

と信じて収集と保存に努めています。

日本は世界でも有数の発酵大国。
和食の美味しさは微生物のおかげでもあるんです

小さくもたくましい雑草に
じっくりと目を向けてみませんか

エジプトのファラオも伝書鳩を
愛用していたのだとか ... ！


