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このあたり！このあたり！

公信長公
コーナーコーナー

おもてなしでコツコツ！広がる人脈おもてなしでコツコツ！広がる人脈

○○と信長公

短気で冷徹な戦国武将というイメージを持たれている信長公。
一方、力を持った来訪者を手厚くもてなすことで
岐阜を文化的に発展させた立役者、という一面もあるのです。

「鳴かぬなら  殺してしまえ  ほととぎす」の句のように

岐阜城に入城し、天下統一を目指して各地で戦を行う一方、金華山のふ
もとに「地上の楽園」と称される宮殿を建設しました。軍事施設である
城に「魅せる」という独創性を加え、最高のおもてなし空間を作り上げた
のです。この場所で信長公は宣教師ルイス・フロイスや武家の武田家、
商人の津田宗及など、多くの有力者をもてなし、良い関係を築いていき
ました。みずから御膳を運んで食事をふるまい、歌や踊り、鵜飼を楽し
みながら客人をもてなしたそうです。

織田塚がある円徳寺や菩提所として保護された崇福寺など、ゆかりの場所
があちこちにあります。岐阜に残る信長公の足跡を辿りながらまち歩き
をしてみると、新しい発見があるかもしれません。

織田家の家紋シールが目印！

郷土資料は、本のラベルの
数字の先頭に “G” が
ついています。

岐阜のこと、いろいろ
知ろう

郷土資料コーナーは、

岐阜の歴史・教育・政治・文学など

岐阜の情報を幅広く集めたコーナーです。

そのなかに、岐阜ゆかりの戦国武将

“織田信長”のコーナーがあります。

「〇〇と信長公」というテーマで1000冊以
上が並びます。学校の教科書や資料集で

は出会えなかった信長公に出会えるかも！

郷土資料は、貸出禁止が多いけれど...

郷土資料は図書館で大切に保存していくために、禁帯出シールを貼

り、貸出ができないものが多いですが、借りられる複本がある場合

もあります。たとえば岐阜出身の作家の文学作品は、９類（文学）や

F（小説）の棚に同じ本が並んでいます。

織田信長って、どん
な人？

いろんな角度から見
てみたら

意外な一面が！

印象が変わったな〜

信長公コーナー

ぎふと信長公

いまも岐阜の地に宿るいまも岐阜の地に宿る
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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：今年の冬は本当に寒かったですね。
春が待ち遠しいです。春先の早朝の空気が好き
でよく散歩をしますが、メディコスの周りを歩
くのも気分がいいかもしれませんね。（悠）

日本に春を連れてきてくれる
“春の女神” ギフチョウを発見

大正 8 年に名和昆虫博物館を開館しました。
レトロな洋館の中には、
美しく不思議な昆虫の
世界が広がっていますよ！

名和 靖

おとなの夜学で登場した
岐阜にゆかりのある “人” を
ご紹介します

な　 わ　 やすし

ギフチョウの発見で有名ですが、名和が何より
心血を注いだのは害虫駆除の研究です。生涯を
通して、農家の人々へ研究で得た知識や技術を
伝える活動を続けました。また、『害虫駆除』と
いう庶民の悩みにとことん向き合い寄り添う一
方で、自身が駆除した虫たちを供養する碑を建
てるほど、その虫に対する愛は深いものだった
のです。

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。次回のテー

マは「信長公の人形遣い」詳しくは中面のイ

ベント欄・チラシ・図書館ホームページをご

覧ください。

岐阜の に
出会う

どんな人？

雪が溶けたら
そんなとき、下をふと見る
と自分の影があり、それが
生きている実感につながっ
たと話してくださったサヘ
ルさん。下を向き、地に足
をついて歩いていけばい
い、という言葉をいまも
時々思い出します。下を向
いて歩いたこの冬は、しっ
かりと現在地を確認し、次
に進むために必要な時間
だったと思えます。

3月はおとなの夜学やぎふ
ライブラリークラブの並木
道読書会などのイベントが
控えていますし、新年度に
向けて新しく動き出してい
ることもいくつかあります。

今年は例年と比べて特に
雪が多く寒い冬だったよ
うに思います。寒いとつ
い身をかがめて小さく
なったり、凍結した路面
や積雪に足を取られまい
と下を向いて慎重に歩く
ことが多くなりますね。

昨秋読書週間イベント「人
生を切り拓く」に来ていた
だいたサヘル・ローズさん
の詩集、「あなたと、わたし」
に、「下を向いて歩く」こ
とについて書かれた詩があ
ります。「上を向いて歩こ
う」「前を向こう」とよく
言うけれど、それってしん
どいよなあ、と感じる。

また、3 月末にはメディコ
ス１階に過去・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
アとして、シビックプライ
ドプレイスがオープン！
ここでは初めて岐阜を訪れ
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、ずっとここに住
んでいる人も新たな『岐阜』
を見つけられるはず。

いろいろなものが動き出す
あたたかい春に向かって、
図書館、メディコスも着々
と準備を進めています。一
緒に春を楽しみましょう！
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春のようにうららかな
江國香織の世界を楽しむ

とるにたらないものもの
江國 香織／著　集英社（914.6 ／エ）

輪ゴム、お風呂、レモン絞り器、フレンチトースト…
他の人にとってはとるにたらないものだが、自分には愛着を感じる
ものについて書かれたエッセイ集。

【新着図書】
ひとりでカラカサさしてゆく
江國 香織／著　 新潮社（F／エク）

大晦日の夜、3 人で命を絶った 80 歳過ぎの男女。そこから始まる遺
された者たちの細やかな交流と過ぎてゆく日常を描く。切なく、静
かで、あたたかな物語。

江國香織童話集
江國 香織／著　理論社（F／エク）

江國香織が２０代に書いた短編童話３０余りを集めた作品集。
まっさらな子どもの視点から世界をみつめている。美しい言葉の世
界へようこそ。

BESTBEST 55予約

ライオンのおやつ 
小川 糸／著　　ポプラ社

育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ
小川 糸／著　　扶桑社

手ぶらで生きる。
見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法
ミニマリストしぶ／著　　サンクチュアリ出版

スイート・ホーム
原田 マハ 、アンディ・ウォーホル／著　ポプラ社

大活字シリーズ　源氏物語 上
紫式部／著　　ゴマブックス
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3

4
5小説8050

林 真理子／著　　新潮社　　 F ハヤ

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

1

2

3

4

5

電子書籍紙の書籍

イベント おすすめ 本本中央中央

NEWSNEWS長良

除菌 BOXが中央館・分館・図書室に設置されているのをご
存知でしょうか？それぞれの場所で機械の種類は違います
が、本などを持ち帰る前に除菌してから持ち帰ると安心だ
と思います。中央館や分館で、除菌 BOXを扱い慣れている
方には以前から利用されていましたが、最近はお子さんも自分で使うほど利用が当たり前になっ
ています。45 秒で除菌は完了しますが、1 度に冊数がたくさん入らないので、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、数回に分けて使用してください。利用者の方々の安
心のために今日も除菌BOXは働いています！

かつて中学校の教科書に掲載されていた「デューク」も収録。

物語を書く時にも日常の隅々まで細やかに描く
著者ならではの素敵なエッセイがたくさん。

いつもの江國ワールドとは一味違う
冒頭から始まる物語。

プラマークごみ分別
始まります！

みんなの図書館 おとなの夜学
信長公の人形遣い
ー “長良座” の人形里帰りー

人権イベント
きいてみよう！外国人とのつきあい方

除菌 BOX、活躍中！

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）

最新の申込状況は
中央図書館に

お問い合わせください

最新の申込状況は
中央図書館に

お問い合わせください

多文化共生って
なんだろう？

多文化共生って
なんだろう？

２０２２年４月から、岐阜市でもプラスチック製容器包装の分別収集が始まります。プラス

チック製容器包装は、食品トレイ、カップ麺の容器、お菓子の袋、洗剤の容器などたくさん

の種類があります。分別対象の容器には「プラマーク」が付いていますので、きれいに汚れ

を取り除いたうえで決められた週１回の収集日にまとめて出しましょう。最初は慣れない

分別に戸惑うかもしれませんが、地球を守るエコ活動の一環として取り組んでいきましょ

う！中央図書館の展示グローブで、ごみと環境問題に関連する展示を行っていますので、

ぜひご覧ください。　

日　時：2022年3月12日 ( 土 ) 14:00 ～ 16:00
場　所：ぎふメディアコスモス 1階　ドキドキテラス
ゲスト：小野崎 隆賢さん（鳳川伎連事務局長／岐阜伎芸学校事務局長）
　　　　小林 昌廣さん（情報科学芸術大学院大学教授）
申　込：会場観覧　  （50名 先着順）　　中央図書館の窓口・電話にて受付
　　　　Zoom視聴   （500名 先着順）    おとなの夜学webサイトにて受付
　　　　おとなの夜学Webサイト：https://otonanoyagaku.net/
参加費：無料

日　時：2022年3月12日 ( 土 ) 10:00 ～ 11:30
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
講　師：市來 恭子さん（GIA 岐阜県国際交流団体協議会）
　　　　オバリ アブドル カーデルさん（シリア）
　　　　サラ・グリアスさん（スペイン）
申　込：中央図書館の窓口・電話にて受付（先着15名）
参加費：無料

中世、美濃には全国屈指の人形遣いがおり、中でも名人と謳われたのが、信長公に仕えた
" 渡辺彌四郎 "。安土城落成の折にもその技を披露したと言われます。幕末、岐阜市加野の
彌四郎の末裔から人形を譲り受け、今もなお一宮市・島文楽という形で伝える保存会の皆
さんによる里帰り文楽公演と、小林・小野崎両氏による対談で、450 年前の忘れられた芸
能史に再び光を当てます。

図書館で国際交流しよう。岐阜に住んでいる外国人に生インタビュー！
一緒に楽しく暮らすことについて考えてみませんか。

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。

テーマ本　『invert 城塚翡翠倒叙集』 相沢 沙呼 / 著　講談社
　　　　　『コンビニ人間』　村田 沙耶香 /著　文藝春秋
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本好きよ集まれ！ 並木道読書会　vol.31

日　時：2022年3月 19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：3月 17 日（木）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）

郷土の
展示コーナー
郷土の
展示コーナー


