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司書の一日は早い。 毎日、一人ずつ、５分間
朝、８時 分
本の紹介をします。
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コロナ禍の中で、６年目に
入ったメディアコスモスが、
これからの館の方向性をナ

調べもののお手伝いも
する司書さんは
もうすぐ
分です。
そろそろ 。
…

緊張して
聞き上手でもあり、
話上手でもあるんですね。 話しすぎちゃった︒
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ビゲートする全館テーマ
としてあらたに取り組み始

長森図書室 蔵書点検のため休館

めているのが「シビックプ
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ライド」という言葉です。
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シビックプライドとは、わ
かりやすく言えば、もっと

編集後記：健康管理には人一倍気を付けています。
まだまだ暑いから油断しちゃいけないと思っていた
のですが、寒暖差で風邪を引きそうになりました。

メディアコスモスが楽しく
なる、もっと岐阜が好きに
なる、そんな活動を通して
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9:00 ー 20:00

058-262-2924
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長良図書室
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東部図書室
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西部図書室
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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
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シビックプライドって
なに？
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分館 蔵書点検のため休館
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gifu city library 10

よっこ／作

おはようございます！！
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その後ろ盾になるのが、７

今秋より、シビックプライ

月から図書館の南東スペー

ドライブラリーにあるテー

スにお目見えした「シビッ

マによるゲストとのトーク

クプライドライブラリー」

ショーの開催や、展示コー

です。

ナーも企画しています。

ここには、1970 年代以降

10 月からは、５回連続で

のアートや文化、地域づく

毎月開催するシビックプラ

り、衣食住といった暮らし

イド講座「みんなで考える、

に役立つテーマをぎゅっと

わたしたちとメディコスの

濃密に集めて、引き出しの

コレカラ」（担当：メディア

ようにみなさんに使ってほ

コスモス事業課）も始まりま

しいと思っています。

す。メディアコスモス全体
として行う取り組みです。

ワタシがこれからもずっと

これからの私たちの取組み

岐阜で生きていくことへの

にご期待ください。

プライドのようなもの」を
目に見えるように表現して
いこう、というもの。

みんなの森 ぎふメディアコスモス

だから、主役はみなさん、

総合プロデューサー

です。

吉成 信夫

https://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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書
図
スを
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ジ
‼
のビ
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地
す
しま
応援
様々な情報の提供やサポートを
しています。
その一つが「ビジネスチャレ

相談者さん：日本に定住後、
ハラルのパン屋さんを開業。

ハラルフードの
パン屋さんを
しています。

起業や就業のほか経営に関する

過去には、こんなご相談が…

販売促進は
どうしたら
良いですか？

図書館ではビジネス支援として、

ビジネスで困っていること、
何でもご相談ください！！

ンジ支援相談窓口」です。
岐阜県よろず支援拠点のコー
ディネーターが経営上のあらゆ
るお悩みの相談に対応します。
司書も同席して、図書館の本な
どを活用しながらサポート。
ビジネスチャレンジ支援相談窓口
は事前予約制で再開しています。
【日時】

《お悩み》
●お店があることに気づいてもらえない。
●店頭販売では売上が伸びないので、
イートインを考えているが、スペース
がない。

はじめよう！移動販売
滝岡 幸子／著

同文館出版

なぜ、あの飲食店にお客が集まるのか
林 伸次／著

「つながり」で売る !
7 つの法則
藤村 正宏／著
日本経済新聞出版社

コロナ危機を生き残る !
小山 晃弘／監修
ゴマブックス

常識を変えた 15 人の「売れる仕組み」
ミラクルマインド出版／編
ミラクルマインド出版

企業のための新型コロナウイルス対策
マニュアル
和田 耕治／著

Zoom はじめました
秋田 稲美／著

旭屋出版

WAVE 出版

《コーディネーターからのアドバイス》

東洋経済新報社

挑戦者たちに学ぶデジタル
マーケティング
廣部 嘉祥／監修

パイインターナショナル

●のぼり旗を効果的に使ったり、店名を
大きくしたりして PR する。
●販売方法を通販に広げてみてはどうか

毎週木曜日

14:00〜19:30

●日本人を顧客と考えるのであれば、

※祝祭日、休館日を除く

日本の厳格な手続きや規則を守らなけ

毎週第４土曜日

ればならない

10:00〜12:00、
※祝祭日も開設
【場所】
中央図書館
レファレンスカウンター
【申込】
岐阜県よろず支援拠点
T E L ：058-277-1088 へ

《司書より》
●販路拡大・ＰＲの仕方・価格の算出
等々、相談内容に関した図書

その後は２店舗目を出店し、忙しいご
様子でした。
でも、コロナ禍で２店舗目が閉まって
いることを心配した、ビジネス担当司
書が現在の様子を取材しました。→→
２０２０年１０月号

13:00〜18:00

ンジ！
レ
ャ
チ
ス！！
ビジネ

今、できることを精一杯やる！

ビジネス相談の窓口を活用し、順調
に営業していたハラルフードのパン屋さ
んも、やはりコロナ禍の影響を受けてい
ました。
しかし、店舗数を減らし時間に余裕が
できたことで、新たにインスタグラムを
立ち上げ、SNS を駆使しながら販売促
進に力を注いでいます。

岐阜市立図書館だより

13:00〜17:00

店頭やネットで販売する
商品は、人気の冷凍パンを
はじめクッキーやラスクなどのお菓子、インドネ
シアのスパイスなど品揃えを充実させており、
モーニングやランチは予約制で対応しています。
当たり前にできていたことができない現状を
嘆くのではなく、今できることを精一杯やろうと
してしている人がここにもいます。
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毎週火曜日

Take free

イベント
10/25
（日）
中央
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案内

おすすめ
ネコ・パブリッシング

発酵で楽しく豊かに生きるためのトークイベントを開催します。発酵デザイナー
の小倉ヒラクさんと岐阜の発酵文化に名高い蒲勇介さんをお迎えし、発酵で暮ら
しをつくるトークを開催します。

午後 1 時 30 分〜３時
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

1階

進

行：蒲 勇介さん（NPO 法人 ORGAN 理事長）

ゲスト：小倉 ヒラクさん（発酵デザイナー）

みんなのホール

場／１００名（要申込・先着順）

お申込みの際は、氏名・観覧方法・参加人数・電話番号を

代表的なパターンから新進気鋭のデザイナーのパターンまで様々
な布を網羅しています。

インテリアに取り入れたくなるようなファブリック製品の紹介も
あり、読み応え抜群です。

ポーリッシュポタリーと、ルーマニア、ブルガリア、
ハンガリー、チェコに受け継がれる伝統と模様
誠文堂新光社／編

誠文堂新光社

布が北欧なら陶器は東欧！東欧の陶器の素朴で愛らしい模様は見
その独特な形状の陶器の所以は東欧諸国の食文化にあり！

ぼくのわたしのショートショート発表会

vol.6

朝井リョウさんに作品を選ばれた中高生が自作のショートショートを朗読します。
朝井さんと中高生の対談もあります。今回は、みんなのホールからオンライン配信
です！ Zoom 観覧できる方を募集します。

午後 1 時〜 2 時 40 分

本の中で陶器巡りをしながら各国を漫遊してみましょう。

【新着図書】

ガラス

楽しむ工夫

みつま ともこ／著

出

演：朝井 リョウさん（小説家）・作品を発表する中高生

対

象：小学生から大人

員：Zoom 観覧／２００名（要申込・先着順）

申込み ：Ｅメールにて受付。イベント名・氏名・年齢・お住まいの市町
村名を記載の上、お申込みください。

あなたはどの国の陶器がお好き？

基礎知識

翔泳社

11/29
（日）
12/6
（日）

暮らしに生かすヒントや取り扱いの知識も学べます。
あなたの暮らしを豊かにする一品が見つかります。

ガラスの素敵さを味わってみて！

蔵書点検により臨時休館します

第6期

図書館司書のノウハウを学び、図書館の仕組みを理解することで、本と子どもを
結びつける読書推進活動のリーダーとして成長することを目的とした “子ども司
書養成講座” を開催します！

各日
場
講

定
対

573.5 ミ

製品の数々を作家・ブランド別に紹介した本です。

（Zoom アプリのインストールが必要）

中央

注目の作家・ブランド 50

グラス、お皿、花器、アクセサリーなど暮らしに密接したガラス

※自宅などから PC、スマホ等で観覧できます。

子ども司書養成講座

751.3 ト

た者の心を離さない魅力があります。

めざせ直木賞作家！

定

北欧の美しいパターンの布を集めた本です。

東欧のかわいい陶器

Zoom ／５００名（要申込・先着順）

中央図書館の窓口・電話・E メールにて受付。

中央

FL 589.9 ホ

布 1 枚で暮らしに彩りが生まれます！

申込み：会場で観覧する方法と Zoom で観覧する方法が選べます。

11/8
（日）

暮らしを彩る

美しいパターンが身近にある北欧の豊かな暮らし

発酵食品で暮らしをつくる

員：会

本

北欧ファブリック図鑑

シビックプライドトークイベント

定

２０２０年１０月号

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します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

分館

午前 10 時〜午後 4 時

( 正午〜午後１時はお昼休み )

10 月 ６日（火）〜 10 月 8 日（木）

長森図書室 10 月 13 日（火）〜 10 月 15 日（木）

所：岐阜市立中央図書館

師：アンドリュー・デュアーさん（東海学院大学教授）

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）

図書館司書
員：１０名程度（両日とも参加できる方、応募多数の場合は抽選）
象：小学４年生〜６年生（岐阜市在住者を優先）

申込み ： 10 月 20 日（火）までに中央図書館の窓口・郵送・メール・
FAX にて受付。

お申し込みの際は、氏名（ふりがな）・性別・学校名・学年・
住所・電話番号・保護者氏名を明記。

休館中は、ブックポストへ返却をお願いします。

（DVD・CD 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。）

中央図書館

NEWS

「まちライブラリー＠メディコス」

メディアコスモス 1 階で、市民でつくる

小さな図書館「まちライブラリー＠メディ

コス」がスタートしました！！

どうぞ、本を手にとって読んでください。
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

気になった本は借りて帰ることもできま

す。借りかたはこちら↓

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

①一人１冊まで２週間借りられます。

コンピュター関連の本
集めてみました！！

②「記録ノート」が設置されています。

「図書館まつり 2020」

③よろしければ、本についているカード

分館

NEWS

日付や本のタイトルなどを書いてくだ

さい。

にコメントを書いてください。

④読み終わった本は元の場所へ戻してく

秋の読書週間にあわせて毎年開催している「図書館

ださい。

まつり」。今年は「空想トリップ！〜本を読ん

でいざ、空想の旅へ〜」と題し、10 月 20 日
〜 11 月 13 日までの間、「世界を巡る旅」、「小説

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー

で味わう旅」、「乗り物で楽しむ旅」、「時空を超える
旅」の４つのテーマで特集展示を行います。

コロナ禍で旅行をためらう方が多い状況ですが、本

を通して旅行気分を味わったり、いつか行けるように
なった時のための計画を立てたりと、こういう状況だ

からこそできる方法で、ゆったりと空想の旅を楽しん

でみませんか。

ブレイディみかこ／著

希望の糸
東野 圭吾／著

講談社

クスノキの番人
東野 圭吾／著

実業之日本社

F ヒガ

F ヒガ

流浪の月
凪良ゆう／著

新潮社

東京創元社

ライオンのおやつ
小川 糸／著

ポプラ社

376.3 ブ

F ナギ

F オガ

