Take free

岐阜市立図書館だより

２０２１年３月号

休館日の
お知らせ

わたしは子ども司書。
メディコスへは
毎週ってくらい

通っていました。

でも今年は受験生で、
コロナもあって
全然通ってない。

物足りなさを
感じていたところ

電子図書館が始まったと
友達が教えてくれた。

わたしが読みたいと
思っていた本も見つかった。

今では、勉強の合間に
読んでいます。

この前、 言ってた
本、 面白かったよ！

よかったーー。

岐阜市立図書館だより

3

２０２１年３月号

gifu city library

よっこ／作

知っとる？

Take free

NEWS LETTER

2021

…図書室休館日
…全館休館日

３

2021
日

MAR

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

春をわくわく待ちながら
1 年前のことを思い出し

そして今年の 3 月。

ていました。

相変わらず油断ができな

（詳しくは特集ページをご

10 11 12 13

新型コロナウイルス感染

い状況ですが、昨年とは

覧ください♪）できない

14 15 16 17 18 19 20

拡大防止のため、岐阜市

違います。

こともあるけれど、やり

立図書館が予約図書の受

3 月 14 日には文筆家で

方を工夫すれば、楽しい

け取りなど一部のサービ

詩人の服部みれいさんを

ことだってできるし、新

スを除いて、初めての臨

お迎えしてシビックプラ

しいことも始められる。

時休館をしたのが 3 月 2

イドトークイベントが行

今はそう思っています。

日のことでした。

われます。

利用者の方の笑顔がたく

利用者のいないがらんと

25 日は今年度最後のお

さん見られる、あたたか

した図書館は無機質で、

となの夜学、

い春が迎えられるといい

寒々として、これからど

そして 27 日には小説家

なと思います。

うなってしまうんだろう

の大島真寿美さんをお迎

かと不安になったことを

えして、トークイベント

おぼえています。

を開催します。
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編集後記：今月から電子図書館サービスが始まりま
した。ぜひ、ご利用ください。

岐阜市立図書館

そして電子図書館も開館！

あれもだめ、これもだめ

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

と、できないことばかり
が目に付いて、
「当たり前
が当たり前」ではなかっ
たことを思い知らされた
ような気がしました。
岐阜市立図書館

https://www.g-mediacosmos.jp/lib/

電

貸出を
！
！
た
し
始めま
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利用できる人

岐阜市立図書館は
電子図書館サービスを開始しました。
電子書籍を
パソコン、タブレット、
スマートフォンで
借りて読むことができます。

！

スタート

※市内在住・在勤・在学で
図書館の利用カードを
持っている人

借りる

本の表紙画像近くにある
［借りる］ボタンをクリック

クリック

３．利用カードの番号とパスワードを入力後、
パスワードは Web OPAC

パスワード

３点まで

と同じです。
初期設定は西暦の生年月日

サインイン
クリック

１５日間

［サインイン］ボタン
をクリック

４．返却する。
「貸出中の作品」ページの本の近くにある
［返す］ボタンをクリック

３点まで

作品を返す

予約した本の取り置き期間は３日間

２０２１年３月号

予約点数

［岐阜市電子図書館］の
バナーをクリック

カード番号

貸出期間が過ぎると自動的に返却されます。

岐阜市立図書館だより

貸出期間

１．岐阜市立図書館ホームページトップの

２．本を借りる。

利用者登録がまだの方は、身分証明書を持って図書館へ

貸出点数

（（使い方はとてもカンタン♪））

Take free

子書籍の

クリック

Take free

イベント
３/14
（日）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

おすすめ
田邉 美佐紀／著

河出書房新社

場：みんなの森 ぎふメディアコスモス

２階

本です。細部までこだわったケーキは作り甲斐があります。お祝
いや記念日にもぴったりです。特別な一品を是非お家でどうぞ。

SNS でも、 もちろん映えます！

ゲスト：服部 みれい さん（文筆家、詩人）

毎日を特別にする
みんなのバレットジャーナル

定

4 月にむけて新しい手帳術をためしてみませんか。手帳の新調が

シビックプライド・ライブラリー

員：会場／ 20 名、Zoom ／ 500 名（いずれも要申込・先着順）

申込み：３月１日（月）午前 9 時から 3 月 14 日（日）正午まで

会場観覧：岐阜市立中央図書館の窓口・電話・Ｅメールにて受付

（氏名・イベント名・ 人数（２名まで）・電話番号・「会場観覧希

メディアソフト

002.7 マ

まだの方でも大丈夫です。用意するのは一冊のノートとペンだけ。
どんな事柄も自分にわかりやすくまとめることができます。

望」をお伝えください。）

スケジュール管理が苦手な発案者が
編み出した新しい手帳術です。

Zoom 観覧：メールにて受付

（氏名・イベント名・「Zoom 観覧希望」と明記してください。）

中央

596.65 タ

（開場：午後１時３０分）

聞き手：吉成信夫（みんなの森 ぎふメディアコスモス 総合プロデューサー）

3/27
（土）

わくわく！春支度

春の訪れを感じるような素敵な花のゼリーケーキが手作りできる

6 年前、東京から岐阜県美濃市へ移住し、編集者として活躍する傍ら田畑を耕す
服部みれいさん。自然と共に暮らす生活から自分らしい表現を追求し発信を続け
ています。服部さんが移住をきっかけに得た新たな価値観や、新天地で生まれた
新たな人間関係などから、岐阜の地で豊かに暮らすことをテーマにお話します。

午後２時〜３時３０分

本

フラワーゼリーケーキ レッスン BOOK

シビックプライドトークイベント
岐阜で実現する あたらしい暮らし

会

２０２１年３月号

小さな部屋で広く暮らす

作家と語ろう in 岐阜
物語を紡ぎ続けること
―小説家・大島真寿美さんに聞く―

make my room by Little Rooms ／著
597 チ

工夫で生活の充実感が上がります。新生活を控えている方や心機
一転して部屋の模様替えを考えている方に手にとっていただきた
い一冊です。

（開場：午後 1 時３0 分）

会

場：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：会場観覧：50 名／ Zoom 観覧：400 名（いずれも要申込・先着順）

ゲスト：大島 真寿美さん（小説家）

1階

会場観覧：岐阜市立中央図書館の窓口・電話にて受付

（2 名まで受付可、要参加者氏名・電話番号）

Zoom 観覧：Ｅメールにて受付（3 月 27 日午前 11 時まで）

（件名に「大島真寿美講演会 Zoom 観覧申込」、本文に氏名、
電話番号を明記）

「除菌ボックスをお使いください」

レンス
レファ
もの
「調べ
い。」
伝
手
お
事例紹介

「住宅地図をみる！」

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来場の際は、検温とマスクの着用に
ご協力をお願いいたします。

柳津図書室 NEWS

自分だけの空間を
心地よい場所にしましょう。

ドキドキテラス

申込み：3 月 7 日（日）午前９時から

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

KADOKAWA

小さな部屋でも快適に過ごしたい！部屋を広く見せたい！少しの

2019 年に第 161 回直木賞を受賞された名古屋出身の小説家・大島真寿美さんを
お招きし、これまでの創作活動についてねほりはほりお聞きします。

午後２時〜４時

【新着図書】

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

住宅地図には建物の名称や住居 （ビジネス利用は不可）
者名、番地などが載っています。 ②範囲は見開きの半分まで

目的地までのルートや場所を確
認する時に便利な地図です。

岐阜市立図書館では岐阜県内の

ものを所蔵しており、
レファレンス
カウンターの東側にある本棚に
置いてあります。

③1 人 1 部（同一部分を
2 部以上は不可）

の複写となります。
ルールを
守ってご活用ください。

なお、見開き全部のコピーを希
望する方は、
コンビニに設置さ

れているマルチコピー機（有

「ゼンリン住宅地図」
について

複写も可能ですが、図書館では

ンジ！
レ
ャ
チ
ス！！
ネ
ジ
ビ

ビジネスチャレンジ支援相談

世の中の厳しい状況がいつ収

ナウィルス感染症拡大の影

店では生き残りをかけてこれ

ご紹介します。

①調査研究目的の場合のみ

料）
でプリントできます。

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

本の除菌機が各館・室に入っているこ

とをご存知でしょうか？

館や室で機械は違いますが、本などを
持ち帰る前に入れて除菌すると安心だ

展示紹介

柳津図書室では、どなたでも分かるよ

「ニュースタンダード
時代到来！？」

と思います。

うに目立つ掲示をしています。この掲

示をしてから、実際に使用される方が
増えました！

45 秒で除菌は完了しますが、一度に
入る冊数に限りがあるため、たくさん

の本を借りていく場合や大きな本があ

る場合は、数回に分けての使用になり
ます。

安心して利用するために「さあさあど

うぞ、除菌ボックスをお使いください」。

窓口での相談内容にもコロ

束するかわからない今、飲食

響を感じる昨今、
中央図書

まで当たり前だったやり方を

館では緊急企画として

転換させています。

『今をのりきる ニュー
スタンダード時代の到来』 「感染症対策を前提とした
やり方がこれからはスタン
をテーマに 5 月 24 日（月）
ダードになる。」
まで展示します。

展示ではそんな取り組みをさ

れているお店の紹介や参考に

なる資料の提供をしています。
また、地元のブックカフェ
さんに
「喫茶 ヨジハン文庫」

取材をさせていただきました。
2017 年のオープンから 3 年
経過した様子をご覧いただけ

ます。

流浪の月
凪良 ゆう／著

クスノキの番人
東野 圭吾／著

希望の糸
東野 圭吾／著

実業之日本社

講談社

F ヒガ

F ヒガ

ぜひ、展示グローブ外側の

東京創元社

F ナギ

ビジネス支援展示コーナーに
お立ち寄りください。

「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

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー
ブレイディ みかこ／著

新潮社

376.3 ブ

←司書による、丁寧な取材と

編集は見応えがあります！

