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岐阜県よろず支援拠点のコーディネーターがビジネ
スのあらゆるお悩み相談に対応します。司書も相談
の場に同席して、図書館の本やチラシ・中小企業庁
のパンフレットをはじめ関係機関の情報などを提供
します。ビジネスの専門家からのアドバイスと、そ
れを実践するために必要な情報を一緒に手に入れら
れるのが大きな特徴です。これから何かやってみよ
う！という人も、今経営に悩んでいる人も、きっと
「こんなことが知りたかった！」と思える情報に出
会えるはず。

コロナ禍の状況になってからは、安全対策を行っているお店
であることをPRするために、ホームページやSNSを使用した情
報発信を始める方もみえます。まったくの初心者でも、1から
完成までサポートしていますよ。

予約が入っていないときは、
ふらっと窓口に来ていただいても対応できますよ!

お気軽にご相談ください！

日時：毎週火曜日　13：00～17：00
　　　毎週木曜日　14：00～19：30
場所：岐阜市立中央図書館内レファレンスカウンター
担当：岐阜県よろず支援拠点、岐阜市立中央図書館
事前予約▶岐阜県よろず支援拠点
　　　　　 ☎058-277-1088へ

ビジネス支援事業
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ビジネスチャレンジ
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展示コーナー展示コーナー

ビジネス支援ビジネス支援

ビジネスチャレンジ支援相談窓口

例えば、どんな相談がくる？

図書館でビジネスに関する悩み、
解決できちゃうかも！
ぜひご活用ください。

ビジネス支援セミナー

ビジネス支援事業関連本コーナー 展示コーナー 「岐阜に住み、岐阜で働く。」

やってます

起業を考えている人に向けて、スタートを後押しする入門編、
具体的な実務に関する実践編、実際に起業をした人の体験談を
聞く会など、様々な切り口からビジネスを考えるセミナーを開
催しています。実践編では、お客さんの心をつかむポップの作り
方や、SNSでの情報発信のコツなど、これからの時代に役に立
つセミナーを開催しています。あなたのビジネスにぜひご活用
ください。

令和２年度 実践編
ポップづくり

令和３年度 入門編
実際にあった起業・創業例

「自分の名刺を作りたい！」「自分の名刺を作りたい！」

ビジネス支援館内マップビジネス支援館内マップ

「商品の単価をいくらにしよう？」「商品の単価をいくらにしよう？」

「塾の１日の授業スケジュールを組みたいんだけど...」「塾の１日の授業スケジュールを組みたいんだけど...」

「助成金や、受けられる支援について知りたい」「助成金や、受けられる支援について知りたい」

「お店の内装どうしよう？」「お店の内装どうしよう？」

などなどなどなど

展示コーナーと連動して、関連本を置いています。
そのほか、セミナーのチラシやパンフレット、助成
金や支援情報も入手できます。

コロナ禍で緊張の解けない生活が続く一方、リモートワークや
配信サービスなど、新しい働き方や生活の可能性も見えてきま
した。ここ岐阜にも可能性はたくさん！岐阜のいいところや好
きなところを見つけながら暮らしていくためのヒントがつまっ
た展示です。岐阜で活躍中のビジネスモデル紹介コーナーでは、
司書が街に出て柳ヶ瀬でお店を開いたり、活動している方にイ
ンタビューした内容を掲載しています。自分のスタイルで満喫、
岐阜ライフ！
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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

いて、なかでも気候変動は最
大の課題。世界は想像以上
につながっています。SDGｓ
は、遠い国の困っている誰
かのために「国」が行う取
り組みではなく、「あなた」
や「私」がよりよい世界を
子どもたちに残していくた
めに、今日からできる取り組
みです。岐阜市は《ぎふシ
ビックプライドとWell-being
に満ちたSDGs未来都市》
の取り組みを国へ提案し、
令和3年度の「SDGs未来
都市」、「自治体 SDGsモデ
ル事業（※１）」に選定され
ました。展示グローブ内側
の展示では、SDGｓ未来都

最近たびたび耳にする
「SDGｓ」って、何なので
しょうか。Sustainable 
Development Goals（持
続可能な開発目標）はそれ
ぞれ関連しあった１７の
ゴールが、2030年までに
達成を目指す世界共通の
目標として設定されてい
ます。世界共通の目標と
聞くとあまりに壮大で、
「わたし」という1人の人間
には直接関係がないこと
のように感じるかもしれ
ません。でもそうではない
と思うのです。
今、地球とそこに住む私た
ちは深刻な問題に直面して

市に選定された岐阜市でい
まどんな問題が起こってい
て、どのように市として
SDGｓに向き合っていく
のか、そして 1人ひとりが
今日から始められる身近な
SDGｓについてもご紹介！
飢餓や貧困に苦しむ開発途
上国の状況をニュースで見
て「大変だなあ」と思う。
そこで終わってしまうので
はなく、1 歩その先へ。難
しく考えなくても、家の中
で普段の暮らしに少し意識
をプラスするだけでできる
ことがたくさんあります。
今年は、SDGｓを「自分ごと」
にしてみませんか。

休館日の
お知らせ

… 図書室休館日

… 全館休館日
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中央図書館は1月31日（月）～２月4 日（金）まで
蔵書点検のため休館します。

編集後記：SDGs を意識して生活してみたら、小
さなことでもできることが結構あります。展示
グローブの展示もぜひのぞいてみてください。
（悠）

中央図書館　蔵書点検（～2/4まで）

生涯で 12 万体あまりの「慈愛」の微笑を
たたえる仏像を製作した仏師

『善財童子』

円空さん

円空が自身を彫ったもの
だといわれています

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

全国を回って修行をしながら、各地の人々と交
流をしたり、病気や災害で苦しむ人たちには仏
像を彫り、届けました。岐阜県内に1000体以上
が現存し、寺社や展示施設に納められています。
シビックプライドライブラリーにて、13日（日）
まで円空仏の写真や本を展示。円空さんにかか
れば、不動明王も笑みをたたえる！

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「発見！岐阜市の円空さん」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

※１：内閣府は平成 30 年度から地方自治体の SDGs 達成に向けた優れた
取り組みを提案した都市を「SDGs 未来都市」、その中でも特に先導的な取
り組みを「自治体SDGsモデル事業」として選定しています。

ぜんざいどうじ

どんな人？
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ひとりひとりができることを



おすすめ本
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ディープな世界に
触れてみよう

【電子書籍】
知られざる縄文ライフ
え?貝塚ってゴミ捨て場じゃなかったんですか !?
譽田 亜紀子 /著，武藤 康弘 /監修，スソ アキコ /イラスト　誠文堂新光社

縄文時代の人々のライフスタイルを豊富なイラストとともにわかり
やすく解説した本です。集落の跡や出土した様々なものから見えて
くる、食事や祭り、おしゃれなど縄文人の豊かな文化に触れてみま
せんか。

【新着図書】
366日の誕生鳥辞典
小宮 輝之 /著，倉内 渚 / 絵　いろは出版　（488 / コ）

自分の生まれた日の誕生花や誕生石を知っていますか？では、誕生
鳥は？本書では元上野動物園園長である筆者が、鳥にまつわる記念
日や季節などを元に決められた 366 日の誕生鳥を生息地や特徴とと
もにイラストで紹介します。

江戸・ザ・マニア
浅生 ハルミン /著　淡交社（790.4 / ア）

おもと、盆栽、和時計、刀剣…日本には多くの趣味文化が存在します。
古くから今日まで受け継がれてきた 24の深い世界について、筆者が
各分野の達人を直接訪ね、ひとつひとつの魅力を聞き出します。

BEST 55予約

ライオンのおやつ 
小川 糸／著　　ポプラ社

NHK趣味どきっ！
このまま真似るだけスマホ講座
池澤 あやか ／著　　扶桑社

見てわかる、断捨離 決定版
やました ひでこ ／著　　マガジンハウス

お探し物は図書室まで
青山 美智子 ／著　　ポプラ社

かがみの孤城
辻村 深月 ／著　　ポプラ社
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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
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電子書籍紙の書籍

イベント おすすめ 本中央

NEWS分館

NEWS中央

毎年発行しているこの冊子ももう 9 冊目。編集委員
会が1月15日（土）に開催されました。集まったの
は本と図書館をこよなく愛する 5人の中学生。本が
あれば、学校が違っても学年が違ってもあっという
間に打ち解けられるから不思議です。YA 担当の司書も一緒になってわいわい語りあいなが
ら和やかにページ作りに取り組みました。編集委員はそれぞれこの日のために選んだとっ
ておきの 1 冊を手書きの文章とイラストで紹介します。また、“Ｐower ｏｆ Ｂｏｏｋ”
のテーマで募集し、集まったたくさんのイラストの中から選ばれた表紙のイラストにも期
待していてくださいね！中高生による中高生のための手作りのおすすめ本リストです。発
行は6月予定。お楽しみに！

岐阜市立図書館分館の入っている複合施設
「ハートフルスクエアーG」が今年開館20
周年を迎えるにあたって、同時に開館した
分館もハタチを迎えることとなりました。
令和４年 1月15日～ 1月 21日に開催された「ハートフルフェスタ2022」において、分館で
は昨年の「図書館まつり」に引き続きみなさまからのメッセージでバースデーケーキを飾ってい
ただきました。当日は多くの方々が来館され、ファッションライブラリー前の展示物を背景にス
マートフォンで記念写真を撮る姿などもみられました。これからも末永く岐阜市立図書館分館を
よろしくお願いいたします。

郷土の
コーナー
郷土の
コーナー

知っているようで知らない世界をのぞき見できます。

社会の授業で習ったイメージとは違う、

豊かな暮らしに注目です。

ちなみに中央図書館のオープン日は
アフリカキヌバネドリでした。

図書館で DVDを借りませんか

「別冊ほんまるけ」編集委員会が
開催されました！

本 de 子育てカフェ　中高生編

みんなの図書館 おとなの夜学
発見！岐阜市の円空さん
ー長良川に生き、長良川に没したその足跡を辿るー

「夢」なんて後付け、結果論！

分館成人式
～ハタチになりました～

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

中央図書館の南東ひだまりテラス近くには、視

聴覚資料（DVD、CD）棚があるのをご存知でしょ

うか？（分館にも DVD 棚があります。）中央図

書館の展示グローブでは「まったりおうちで

DVD タイム」と題して、視聴覚担当者が厳選し

たクラシック映画を紹介しています。この展示

は自分では選ばないような作品に出会う機会に

という思いで作成しました。是非ご覧ください。

視聴覚資料は繊細な資料です。これからも多く

の方に長～く利用していただきたいので取り扱

いには十分ご配慮いただき、ゆったりとしたお

うち時間をお過ごしください。

日　時：2022年2月11日 ( 金・祝 ) 19：00～ 20：30
対　象：中学生以上　
申　込：Zoom視聴（500名）　※オンライン（Zoom）開催のみ
　　　　おとなの夜学webサイト　オンライン配信予約欄にて
参加費：無料

円空仏の微笑みはいまもなお多くのファンの心をつかんでいます。岐阜市にも密かに
残されている円空仏とその足跡。交渉を繰り返しながら非公開円空仏を撮り続けてきた
円空研究家が、知られざる “岐阜市の円空” の世界へあなたを誘います。

自伝的作品「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った」が実写映画化された、
岐阜市出身の漫画家宮川サトシさん。夢を追って東京へ向かうにはどんな挫折や原動力が
あったのでしょうか。学生時代の経験から、夢の追い方・掴み方までお聞きします。

日　時：2022年2月20日 ( 日 ) 13：30～ 15：00
講　師：漫画家　宮川サトシ氏
対　象：中高生とその保護者
　　　　若者向け小説・漫画に興味のある方
定　員：45名（先着順）
場　所：ぎふメディアコスモス1階　かんがえるスタジオ
申　込：岐阜市立中央図書館の窓口または電話
参加費：無料

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。


