
館内の展示マップ館内の展示マップ

本棚のあいだの
司書 11 人分の
理想のお店が ... ！
個性あふれる
ポップたち

美しさに見惚れる
芸術作品

Let’s チャレンジ !

展示グローブの大きな展示はもちろん見ごたえがありますが、図書館
内のいろいろな本棚の間にも小さな展示があること、ご存知ですか？
限られたスペースだからこそ、司書の細かい技やこだわりがぎゅっと
凝縮された「味」のあるものになっています。

司書に質問！岐阜にあったらいいなと思うお店は？
自分がお店を出すならどんなお店？
司書に質問！岐阜にあったらいいなと思うお店は？
自分がお店を出すならどんなお店？

海 外ミステリー海 外ミステリー

短編ミステリーいろいろ

Q. このテーマにした理由は？ Q. このテーマにした理由は？ 

Q. このテーマにした理由は？ Q. このテーマにした理由は？ 

Q. このテーマにした理由は？ Q. このテーマにした理由は？ 

0類（総記）、1類（哲学・宗教）、2類（歴史・地理）、3類（社会科学）は
「お題」に沿ったポップをそれぞれの司書が作ります。
この図書館で働く司書たちを身近に感じてもらうために、
その人の人となりがわかるようなお題を意識しています。

0類（総記）、1類（哲学・宗教）、2類（歴史・地理）、3類（社会科学）は
「お題」に沿ったポップをそれぞれの司書が作ります。
この図書館で働く司書たちを身近に感じてもらうために、
その人の人となりがわかるようなお題を意識しています。

Q. 工夫したところは？Q. 工夫したところは？

Q. 工夫したところは？Q. 工夫したところは？

A.ビジネス支援の担当をしているので、メディコスの近くのお店には普段から
アンテナを張っています。この図書館で働くさまざまな年代の司書さんがどんな
お店があったらいいなと思っているのか知ることができたら、ビジネスの仕事にも
生かせるなと思い、選びました。

A.石鹸は生活の身近なところにあります。
宝石石鹸などのきれいなもの、自宅で気軽に
手作りできるものなどいろいろあるので、こ
れから夏休みの自由研究などで使ってもらえ
たらと思い選びました。

A.5類（技術）は本が多いので、展示できるス
ペースを探すところからはじまります。書架を
歩き回って、どこに置こうか、どんな見せ方をし
ようか、悩んで決めました。付近にある本で、
書架に背が並んでいるだけでは手に取られな
さそうな本を出すように意識しています。

A.借りてほしい！と思う本がたくさんあるからです。
ミステリー好きとしてはいろいろおもしろい本があるの
にあまり注目されないような気がする海外ミステリーを
取り上げたいなと思いました。

スペースを生かした
アイデア展示！

裏側にまわると ...

A.ミステリーを取りあげるため、ポップでネタバレしてし
まわないよう、受け取る側にゆだねる言葉選びを心掛けま
した。例えば《どんでん返し》がある本につけるポップに
“どんでん返しがあること”を書いてほしくないなという思
いが、ミステリー好きとしてはあるので...
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担当司書にインタビュー！

どっぷり浸りたい長編
ひたひた

個性的な石鹸を

作ってみよう！

個性的な石鹸を

作ってみよう！

せっけんせっけん

対面読書の
へや

インターネット
コーナー

エントランス

ひだまりテラス

親子の
グローブ

展示
グローブ

文学の
グローブ

レファレンス
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文庫の
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ゆったり
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郷土の
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金華山
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貸出返却カウンター

総合
カウンター

本の蔵
入り口 自動貸出機

予約図書
コーナー

レファレンスカウンター

児童レファレンス
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郷土

小説

児童本の蔵

トイレ

トイレ
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ヤング
アダルトの
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受付の
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みる・きく
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G点字
録音

文庫
新書

大型本

絵本
児童書

視聴覚雑誌 ファッション
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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

2021

吉成プロデューサーと司
書によるわんこカートの
おはなし会では大人も子
どもも一緒になって体を
揺らしながら楽しんでい
ました。コロナ禍のために
1年越しの開催となった
「作家と語ろう in 岐阜」で
は、作家・穂村弘さんの
「やっと来れました」の声
で始まり、終始和やかな
雰囲気のなか、みんなで言
葉のおもしろさ、奥深さに
触れました。図書館のわん
こカート『きらら』の迷子
になった子どもを探す謎解
きラリーは地図を片手に図
書館内を歩き回り、家族み
んなで楽しんでいただけた
イベントになったのではな
いでしょうか。

7月 17日 ( 土 )、メディコ
ス開館 6 周年を記念した
『メディコス市』が開催さ
れました。長かった梅雨が
明けた真夏日。じりじり
と太陽が照りつけるなか
親子連れやお友達同士、
カップルなど朝からたくさ
んの方がメディコスに足を
運んでくださいました。新
庁舎とメディコスの間の広
場にはワークショップのテ
ントやキッチンカーが来
て、パラソルの下でクラフ
トビールを飲み談笑する
人、おはなし会や謎解きラ
リーを楽しむ親子、それぞ
れのやり方で、その『場』
を楽しむ姿がそこにはあり
ました。

館内のどこを歩いても、そ
れぞれの訪れた目的や楽し
み方はちがっても、メディ
アコスモスや図書館という
場所を通して来てくださっ
た方みなさんが「ここにい
る」ことを楽しんでいる。
にぎわいを取り戻した『み
んなの場所』がここにある
ことを、うれしく思います。
日々ここを訪れてくれるた
くさんのみなさんと一緒に、
次はどんな物語がはじまっ
てゆくのか、楽しみです。

戻ってきた “にぎわい”

休館日の
お知らせ

…図書室休館日

…全館休館日

岐阜市立図書館

の読書

コメント　

子ども司書

２期生

長く寝ていられる休みの日ほど、なぜか早

く目が覚めてしまう ... そんな経験がある人

もいるのではないでしょうか！そんな朝は

さわやかな気分で優雅に読書はいかが？

冬のある日、進学校の高校生8人が学校

に閉じこめられた。8人は学園祭最後の

日に誰かが自殺したことを思い出すが、

名前が思い出せない ...

この本は少し長く、ミステリーだけど

ホラー要素があるので、怖さが苦手な

方は夜ではなく、余裕のある朝に読む

のがおすすめです！

子ども司書とは？

岐阜市立図書館が認定した、本と人を結ぶ子ども

たちのリーダーです！これまでに１１０名が誕生

しています。

『冷たい校舎の時は止まる』

辻村 深月／著　講談社

分類：F/ ツジ

子ども司書
がえらぶ

がご紹介します！

ほ た る

編集後記：子ども司書が〇〇の読書に登場！今後
の活躍に乞うご期待！（悠）
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ドイツ語音声、日本語字幕の
上映です！

みんなの図書館シアター
「 菩提樹（ぼだいじゅ） 」　
監督　ヴォルフガング・リーベンアイナー
主演　ルート・ロイヴェリクほか
上映時間  97 分
～あらすじ～
トラップ男爵の 7 人の子供の家庭教師をすることになった見習い修道女マリア。子供に軍隊式
に笛で指示を与える男爵に驚いたマリアは、男爵が留守の隙に子供たちを自由に遊ばせ、一緒
に歌うことで打ち解けていった。しかし子供たちが野放図に遊ぶ姿を見た男爵は怒り、マリア
を解雇しようとする。マリア・フォン・トラップの自叙伝をもとに「サウンド・オブ・ミュージック」
より先行して西ドイツで製作された映画。

日時：8/20（金）　午後 2時～（午後1時40分開場）
会　場：みんなのホール（ぎふメディアコスモス１階）
定　員：50 名（先着順）
申込み： 中央図書館窓口、電話、メール
　　　　メールの場合、件名に「みんなの図書館シアター」、
　　　　本文に氏名と電話番号を明記してください
入場料：無料

※諸事情により上映作品を変更する場合があります
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 家族で夏を楽しもう

お父さん、だいじょうぶ？日記
加瀬 健太郎／著　　　リトルモア　（914.6/ カ）

ひょうきんで少し頼りないお父さんはカメラマン。可愛くておか
しな息子たち 2 人をはじめ、愉快な家族のなにげない姿を豊富な
写真と関西弁の温かい語り口で綴った日記です。

【電子書籍】
親子で楽しむ１２カ月のキッズイベント
辰元　草子／著　　　講談社　（385.9/ タ）（電子図書館）

知り合い同士で集まって何かをするのが難しい今、夏休みの楽し
い思い出作りに、家族で手作りパーティーはいかがでしょう。み
んなで部屋を飾り付けて、おやつもたくさん用意して、おうちパー
ティーを楽しもう！

【新着図書】
うちのやさしいかいじゅうごはんレシピ
あまこ　ようこ／著　　　東洋館出版社　（596/ ア）

子どもはみんな、元気でやさしくて愛おしいかいじゅう。料理研
究家のママが感覚過敏を持つ長男と正面から向き合って得た、子
どもとの食卓を楽しくするためのコツを紹介します。

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

流浪の月
凪良 ゆう／著　　東京創元社　　Fナギ

「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

イベント 中央 おすすめ 本

分館 NEWS

中央 NEWS
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Swimmy Read & Listen Edition
スイミー
レオレオニ／著　　　ランダムハウス

Casa BRUTUS特別編集
インテリア改造計画 ! リノベ&DIYハンドブック
マガジンハウス

Casa BRUTUS特別編集
死ぬまでに見ておくべき100の建築
マガジンハウス

「７つの習慣」ファシリテーターに聞いた
７つの習慣に学ぶ心配ぐせをなおす術
上條 富彦、石井 努、大戸 浩基、松村 聖也 / 著
ゴマブックス

40歳からの記憶術 想起力で差をつける
和田 秀樹 /著　　ディスカヴァー21

1

2
3
4
5

予約
電子書籍紙の書籍

家族ならではのありのままを写した姿と日記が面白いです

せっかくの夏休み、家族でわいわい楽しんで！

愛情のたっぷりのレシピは
どんなおうちでも活躍まちがいなし！

ビジネスチャレンジ 相談例ビジネスチャレンジ 相談例

8 月 5 日（木）から８月９日（月）まで、
岐阜市立図書館分館にて「図書館謎解き
ゲーム　探偵ウヤムヤの事件簿　File１」
を開催します！探偵の助手となって、図書
館内に散りばめられた謎を解き、消えた物
語を探し当ててください。分館の窓口もし
くは電話にて事前申込が必要ですが、当日
も枠が空いていれば参加可能です。県内在
住または市内在勤・在学の方でしたらどな
たでも参加できます。参加費は無料ですの
で、ぜひご参加ください。
参加時には、新型コロナウイルス感染防止
対策にご協力をお願いします。

※感染拡大状況によっては中止となる可能
性があります。

人気の謎解きイベントが
シリーズになって
かえってきた！

探偵ウヤムヤの事件簿 File1 開催！

アスリートの支援をしたいと考えています。アスリートを C M などに

起用してもらうため、企業に働きかけるにはどうしたらよいでしょうか。Q.

コーディネーター

特に知名度が低いスポーツであれ

ば、そのスポーツの魅力を理解し

てもらうことから始め、アスリー

トが企業にとってイメージアップ

につながるプレゼン資料を作りま

しょう。

ぼくのわたしのショートショート発表会　応募〆切迫る！

司書

スポンサー企業を得るために

知っておきたいスポーツマーケ

ティングやブランディング、ス

ポーツファンに関する資料を提

供しました。

「第7回　ぼくのわたしのショートショート発表会」作品を募集中です。
応募締め切りは8月 18日（水）! この機会に物語を書いてみませんか？ 
図書館には、創作を手助けする本がたくさんあります。

エントランスグローブ南側にて展示を開催中！上記の 3冊以外にも作品づくりのヒントに
なりそうな本を集めていますので、ぜひご覧ください！

どんな

ストーリーを

書こう ...

ひらめきスイッチ大全
SWITCH OF IDEA

アスラン編集スタジオ・新井麻子ほか /著

サンクチュアリ出版

141.5 /ヒ

いざ！

書いてみよう

放課後の文章教室
小手鞠るい /著

偕成社

YA816 /コ

作品を

読んでみよう

ショートストーリーなごや
～名古屋が舞台の短編小説集～

ショートストーリー名古屋実行委員会
/編・発行

F /シヨ

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
T E L ：058-262-2924　　　F A X：058-262-8754　　　Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

ひらめき方、225個！

どこかにヒントがあるかも

名古屋を舞台とした

短編小説コンテストの受賞作品集

身近な場所を舞台にするのも

ありかも！？
ようこそ、文章の森へ


