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中央図書館の中心にある展示グローブに、ぐるりと特集展示がされていることは
ご存知ですか？ 2、3 か月毎に入れ替わるテーマはなんと年間 26 タイトル！
毎回司書がアイデアを出し合い、工夫を凝らして手作りしている渾身の情報掲示
です。今回は 6 月までの展示を４つご紹介いたします。

平成元年〜10 年

ギフチョウは春の女神・春の舞姫とも
呼ばれ、日本に春を連れてきてくれる、
日本固有の貴重な蝶です。そのギフ
チョウを郡上で発見したことで知られ
る名和靖。全国を巡って農作物の害虫

駆除にも力を注ぐ一方で、昆虫好き
のおじいさんを表す「昆虫翁」と呼
ばれ、その昆虫への愛は、駆除した
害虫を供養する碑を建てるほど深い
ものでした。名和靖の生き方とギフ
チョウの生態を余すことなくお伝え
する展示です。
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先輩たちの日本や世界を舞台に現役で活躍する
パワフルな姿や自分の仕事や趣味に打ち込む姿
や重ねてきた年月からはたくさんのものを受け
取ることができます。
『年上の先輩に話を聞く小さな場所』をコンセ
プトにした雑誌、『つるとはな』はページをめ
くるごとになぜだか元気が湧いてきます。
この雑誌と先輩たちの著書を紹介しています。
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名和靖と春を告げる蝶・ギフチョウ

平成 30 年を振り返る
その１

今年は「平成 30 年」という節目の年。
短いようでいて案外長い年月には、
さまざまな出来事や事件が起こりま
した。この平成年間を【日本と岐阜市】
を対比軸にした司書力作の年表で振
り返ります。
さらに当時のベストセラーと芥川賞・
直木賞受賞作も合わせて展示します
ので、この時代の雰囲気が薫り立ち
ますね。
「あの日、あの時、あの瞬間、
あなたはなにをしていましたか？」

NO BOOKS, NO LIFE ！
いつもそばに本がある、そんな日常が
あってもいい。人の感情を表す「喜び」
「怒り」「哀しみ」「楽しみ」を切り口
に４期にわけて、人生の一場面におす
すめする１冊を提案します。
出会いの喜び、理不尽な怒り、深い悲
しみ、朗らかな楽しみなど、
「わたし」
のあの日・あの瞬間にこの本が寄り
添ってくれたら、この続きが思いもよ
らないワクワク・ドキドキの展開に変
わるかもしれませんね。
あなたの人生にも『NO BOOKS NO
LIFE ！』を。

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
＜相談者の方＞
起業はしたものの、資金繰り
が上手くいかない。
＜ビジネス支援相談員＞より
国や県、市では個人や中小企
業のための助成金制度、融資
制度を設けています。
これらの制度は「起業」だけ
でなく、経営改善を計るため
の「技術開発」「人材育成」
「IT 化」などに、資金サポー
トとして利用できます。窓口
では、相談者のケースに合わ
せて適したものを選び、申請
の仕方をアドバイスします。
＜司書＞より
相談窓口では起業相談が大半
ですが、起業後の経営相談も
お受けすることがあります。
経営改善の方法を紹介した本、
公的助成金制度、融資制度の
申請をする時に必要な書類は
何か、またその書き方のマニュ
アル、制度利用者の事例集な
ど、参考になる本をご案内い
たします。

楽しかったー。
そろそろ
寝ようかな 。
…
にゃ！ ここ
ぼくのベット
ですよー。

↑ きららの子どもたちと司書さん

http://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
館長 吉成 信夫

岐阜市立図書館

わんわ

にゃんにゃん

ん

わんわ

にゃん

ん

森の中にいるみたーい！
夜の図書館もきれいでしょ。 おすすめよー。

編集後記：
「にゃんこカートの愛称発表会」は５月３日
（木•祝）親子のグローブで開催します。
午後 2 時から「にゃんこカートのおはなし会」
午後 2 時 30 分ごろから「にゃんこカートの愛称発表」
です。お楽しみに！

27 28 29 30 31
20 21 22 23 24 25 26
初めまして。新入りの
にゃんこカートです！

これから図書館の
おはなし会などで
絵本を運ぶ仕事をします。

13 14 15 16 17 18 19
にゃんこカート」 の空想のお話です。
わんこカート」 と 「
今
※回は 「

わたしきらら。よろしく。
一緒に散歩に
行こー！

センパイ
わんこ
カート

うん！
い。
行きた
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毎月、テーマに合わせた
楽しい本を司書が選んで
いますので、ぜひお買い
物に行った
折には本を手に取ってみ
てください。
柳ケ瀬商店街にある、あ
い愛ステーションに、に
ぎわいまち公社さんとの
タイアップで
「としょかん まちライ
ブラリー」という本棚が
生まれていることをご存
知ですか？

図書館とまちづくりを取
り上げる雑誌が最近、目
につくようになりました。
私たちも図書館にみなさ
んが来てもらうのをただ
待つだけではなく、私た
ちの方からみなさんの場
所に積極的に近づいてい
くことができないものか。
そんなことをずっと考え
ています。
ちなみに先月は「映画特
集」でした。さて今月は？
それはひみつ…。

今のところはまだ私の妄
想にすぎませんが、きっ
と実現できることもある
に違いないと思っています。
本棚に足がついていて動
くことができれば天気の
いい日にメディコス（ぎ
ふメディアコスモスのこ
とです）前で屋台のよう
に本を見てもらえたら面
白いだろうなあとか…。

としょかん まち
ライブラリー

MAY

…全館休館日
…図書室休館日
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案内

おすすめ

「科学する絵本」第１回

〜地球をめぐる水〜

「科学する絵本」は、科学にまつわる絵本の朗読と、科学者のおはなしで構成する
講座です。第１回は「地球をめぐる水」。絵本は『地球を旅する 水のはなし』。
実験の実演もあります。

午後１時 30 分〜３時

中央

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
朗読と司会：浅井 彰子さん（フリーアナウンサー）
講 演：大西 健夫さん（岐阜大学准教授）
対 象：小学生とその家族
定 員：先着 70 名（要申込）
申込み：中央図書館の窓口、または電話、E-mail にて申込み。
E-mail でお申込みの際は、参加者全員のお名前と、代表の方の連絡先
を明記。

5/12
（土）

並木道読書会 Vol.８
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。

午前 10 時〜 11 時 15 分（開場：午前 9 時 45 分）

中央

場 所：中央図書館 南東読書スペース
テーマ作品：『精霊の守り人』シリーズ
上橋 菜穂子／著
偕成社
『思い出トランプ』
向田 邦子／著
新潮社
『外国人が熱狂するクールな田舎の作り方』
山田 拓／著 新潮社
申込み：平成 30 年 5 月 9 日（水）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。E-mail で申し込みの際は、氏名、テーマ作品、
連絡先（電話番号又は E-mail）を明記。
その他：参加申し込みが少ない作品は、その作品についての話し合いは中止。

6/3
（日）
中央
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本

朝ごはん、食べていますか？

ぱっちり、朝ごはん
阿川 佐和子／〔ほか〕著

河出書房新社

（914 .6 パ）

朝はご飯にお味噌汁？それともパンにコーヒーでしょうか？艶々した海
苔の佃煮も、カリカリに焼いたベーコンも、ふんわりした卵焼きもご飯
やパンのお供として魅力的ですね。お家で、旅行先で、馴染みの喫茶店
で。人気作家さんたちはどんな朝を過ごすのでしょうか。総勢 35 人、
各ご家庭の朝食事情を覗いてみましょう。温かく優しい文章で綴られる
朝食の風景に、お腹がすくこと間違いなしです。

明日はちょっと早起きして、
ほっこりした朝を過ごしてみませんか？

ズボラーさんのたのしい朝ごはん
小田 真規子／料理

大野 正人／文

文響社

（596 オ）

朝は１分でも長く寝ていたい！朝食なんて食べなくてもいい！そう思っ
ている方、必見です。夜 5 分の工夫次第で、明日の朝が待ち遠しくなり
ますよ。本書をめくるたび飛び込んでくるのは、おしゃれで楽しい、目
から鱗な朝ごはんの数々。朝ごはんを食べるのも、食べないのも、もち
ろん自由です。でも、せっかくなら体に栄養を与えて、元気に 1 日をス
タートさせてみませんか？

明日は 「おいしい」 「楽しい」 から
始まる朝にしてみましょう！

【新着図書】

おいしい朝食

朝時間を豊かに毎日楽しむ朝レシピ ( 暮らし上手 archive)
枻出版社 （596 / オ）

1 日を気持ちよく始めるために、
自分の 「お気に入り」 を見つけてみませんか？

忙しいときはパン、ゆとりのある朝は和食･･･など朝ごはんのスタイル
は人それぞれ。忙しい日々を過ごしながら、食事の時間を楽しむ方はた
くさんいらっしゃいます。朝ごはんを豊かな時間に変える皆さんは、食
器や調味料、ジャムやコーヒーなど、こだわりをお持ちの方がたくさん。
野菜がたくさん入ったお手軽スープや、ふわふわなパンケーキのレシピ
なども掲載されていますので、ぜひ参考にしてみてください！

魔力の胎動

「世界にひらく窓」第 4 回 「中国の一帯一路・
アジアの小国に見るいくつかの例」

東野 圭吾／著

いま話題のニュースを英米の新聞記事原文で読み、ニュースの歴史的背景や周辺
国との関係を図書館の蔵書を提示しながら紹介する「世界にひらく窓」。
今回は「中国の一帯一路・アジアの小国に見るいくつかの例」を米国 CNN のニュー
スから読みます。

KADOKAWA

青くて痛くて脆い
住野 よる／著

午前 10 時〜正午

KADOKAWA

おまじない

場所：みんなの森 ぎふメディアコスモス１Ｆ あつまるスタジオ
解説と司会：堀 素子さん（ぎふライブラリークラブ）
定員：30 名（事前申込・先着順）
申込み：中央図書館窓口または電話、Ｅメールにて受付。
メールの場合はイベント名と氏名を明記。

西 加奈子／著

Ｆニシ

KADOKAWA

F ユズ

凶犬の眼

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します。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

６月

５日（火）〜

７日（木） 西部図書室

■活動日

■募集対象

201８年３月 11 日〜
2018 年４月 10 日

展示

ダン ブラウン／著
933.7 ブラ 1

「柳ヶ瀬に図書館がやってきた！」

休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。
（視聴覚資料など一部ブックポストをご利用できない資料もあります。）

音訳協力者・点訳協力者を募集します

西部図書室

・（音訳）活字を読むことが困難な人のために録音資料を製作しています。
また、利用者の希望に合わせて図書館で本を読む対面読書を行っています。
・（点訳）活字を読むことが困難な人のために点字資料を製作しています。
中央図書館開館時間内であれば都合の良いときに活動できます。
点訳はパソコンとインターネット環境をお持ちの人は自宅での活動も可能です。
パソコンの基本的な操作ができる人で音訳・点訳の講座等を修了している人
または音訳・点訳資料の製作経験がある人

KADOKAWA

PICK UP

ぎふメディアコスモスからまちに図書館の本棚が飛び
出しました！
その名も「としょかん まちライブラリー」。
柳ヶ瀬のあい愛ステーションを舞台に、本を介して「人」
と「まち」をつなぐお手伝いをします。本を読むだけ
でなく、イベントもいろいろやりたいですね。

６月１３日（水）〜１５日（金） 長良図書室

■活動内容

オリジン 上

もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

Ｆスミ

筑摩書房

柚月 裕子／著
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

F ヒガ

NEWS

「西部図書室」の場所を知っていますか？
「西部図書室」は「西部体育館」や「北西部体育館」
などと名前が似ていますが、場所が全く違います。
「西部図書室」は岐阜大学や本巣市に近い「西部コ
ミュニティセンター」内にあり、自然環境豊かな場
所です！
蔵書数は 4 万 7000 冊ほどで、一般、児童、雑誌、
絵本、0.1.2 歳向けの本など、多岐に渡って所蔵して
います。

本の所蔵が西部のみの場合、こちらまで
お越しいただくか、本の予約をしていた
だくとお近くの図書館・図書室までお届
けします。

