Take free

岐阜市立図書館だより

司書と

相談員で

時には、日本に住む
外国の方からの相談も
お受けします。

はじめして。

ハラルフードの
ビジネスチャレンジ パン屋さんの
支援相談窓口を 販売促進はどうしたら
開催しています。 良いでしょうか？

館長、
お店に
行かれたの
ですね。

アニマル柄のパンも
おいしいですよね♪

この数年後には、市内に 私のおすすめは
２店舗を経営するまでに カレーパンです。
なりました！

無添加のおいしいパンは
日本人にも人気です。

Take free
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編集後記：図書館システムの入れ替えを行うため、
全館が臨時休館します。サービスも休止します。
詳しい情報は内側のページをご覧ください。

その中から生まれた岐阜
オリジナルな図書館バッ

岐阜市立図書館

グが完売となったことも、

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

うれしいことでした。大
切なのは、みなさまと
2020 年 1 月吉日
岐阜市立図書館
館長 吉成 信夫

https://www.g-mediacosmos.jp/lib/

必要な方はメモなどに控えてください。

より便利になった岐阜市立図書館をご利用ください。

分館・各図書室
中央図書館

・マイ本棚のタイトルとカテゴリーのデータは残りますが、
読書状況と読了日は残りません。

1 月 24 日（金）〜

生年月日（西暦）を８ケタで入力してください。

・ログインのパスワードが 1 月 24 日から初期化されます。

1 月 27 日（月）〜

ご注意ください

再 オープン！

※パソコンやスマートフォンで設定をお願いします。

借りている本の返却期限をメールでお知らせします。

５
※インターネットでの利用状況の確認や返却期限の延長、マイ本棚の
利用もできません。
マイページログイン

蔵書検索・予約

1 月 15 日（水）〜 1 月 23 日（木）

※パソコンやスマートフォンで設定をお願いします。

自分が借りた本の履歴を残せます。

４
※パソコン、スマートフォン、蔵書検索機、カウンターで設定できます。

予約した本を受け取る順番が決められます。

サービス休止期間

３
※パソコン、スマートフォン、蔵書検索機で確認できます。

※休館中の本の返却はブックポストをご利用ください。
ただし、ＣＤやＤＶＤなど視聴覚資料等は返却できません。

予約したい本の候補を 100 件まで記録できます。

1 月 15 日（水）〜 1 月 26 日（日）

コミセン巡回

1 月 14 日（火）〜 1 月 23 日（木）

図書室

1 月 15 日（水）〜 1 月 23 日（木）

分館

1 月 15 日（水）〜 1 月 26 日（日）

中央図書館

２
１

図書館システム機器の入れ替えを行うため、臨時休館およびサービスを休止します。

岐阜市立図書館全館が臨時休館いたします。
Take free

※ログインが必要です。

利用カードの代わりに、スマートフォンで本を借りる
ことができます。

岐阜市立図書館だより

（中央図書館・分館・各図書室 共通）

パソコンやスマートフォンなどで利用できる
サービスが増えました。

図書館システムが新しくなります！
２０２０年１月号

ハラルフード」とは、イスラム教の戒律に従った食品です。
「
※

！
こんにちは

中央図書館では、毎週
火曜日と木曜日に

よっこ／作

２０２０年１月号

Take free

イベント
1/11
（土）
中央

岐阜市立図書館だより

おすすめ

案内

おかべ たかし／文
やまで
東京書籍
814.5 オ

「賢治」と「自然」と「生きること」
−絵本作家・澤口たまみさんと語る−

たかし／写真

らはっきり答えられるでしょうか。ほかにも、いろいろな似てい
るものが集められ、解説だけでなくこだわりの写真や気になる関
連情報も見逃せません。

読んだら、 きっと
誰かに話したくなります！

（開場：午後 1 時 30 分）

場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：100 名（要申込、先着順）

１階

“にほんご” を楽しもう！

フクロウとミミズク、交ぜると混ぜる…その違いは？と聞かれた

昆虫に関する多くの児童書を手掛けている、岩手県在住の作家・澤口 たまみさん
をお招きします。宮沢 賢治の作品や人生から学べることや、自然とともに生きて
いくことについて、吉成館長と語り合い、伴奏付きの朗読もしていだだきます。

午後 2 時〜 4 時

本

似ていることば

作家と語ろう in 岐阜

講

２０２０年 1 月号

かんがえるスタジオ

師： 澤口 たまみさん（絵本作家、エッセイスト）

知ってるようで知らないものの数えかた
小松 睦子、ことば探偵団／著
幻冬舎コミックス
815 シ

申込み：中央図書館の窓口・電話にて受付

ものにはいろいろな数え方があることをご存知の方も多いと思い

1/27
（月）
中央

ます。よく知らない方はこの機会に、よく知っている方はおさら

おとなの夜学
再・岐阜は名古屋の植民地！？

みんなの図書館

いに、この本をいかがでしょうか。巻末の付録・数のクイズにも
チャレンジしてみてくださいね。

なるほど！が、 いっぱいです。

ー 尾張と美濃の切っても切れない関係 ー

【新着図書】

方言も食文化も近いものがあるけれど、妙に対抗意識を燃やしてしまう尾張名古
屋との関係。かつて岐阜でベストセラーとなった『岐阜は名古屋の植民地！？』
の著者である松尾一さんと、岐阜のことなら何でも知っている富樫先生とで、岐
阜人とは何かを語りましょう。

午後 7 時〜 8 時 30 分
場
講
定

おなかぺこぺこオノマトペ
I'm PEKO-PEKO Hungry!
きの とりこ／著

千倉書房

810.7 キ

擬音語と擬態語の総称であるオノマトペ。日本語にはたくさん

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

2階

南東読書スペース

師： 富樫 幸一さん（岐阜大学地域科学部 学部長 )

のオノマトペがあります。この本にはそんな身近に感じるオノ
マトペがいっぱいです。かわいいイラストと英語での表現で、
より理解が深まります。

松尾 一さん（地域史研究家、エッセイスト）

思わず、 口に出して
使ってみたくなります！

員：50 名（要申込・先着順）

申込み：おとなの夜学特設サイト：https://otonanoyagaku.net/
または、中央図書館の窓口・電話にて受付

2/8
（土）
中央

本 de 子育てカフェ 〜児童編〜
えほんの絵 たのしむ えほんの言葉 たのしむ
子育て中の保護者と子どものための講座です。絵本が果たす子育ての役割につい
て、絵本の面白さや絵本作りに込められた想いなどを絵本作家の高畠純さんに語っ
ていただきます。後半は家族で「ラクガキタイム」をお楽しみください。

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

対

象：４歳から小学生のお子さんとその保護者

講
定

１階

かんがえるスタジオ

師：高畠 純さん（絵本作家・イラストレーター）

2/20
（木）
2/27
（木）
3/5
（木）

講
条
定

師：なみ 悟朗さん（劇団はぐるま

件：３回すべて参加してください。

中央館

で使うものであれば、経費で
落ちますよ。

経費を明確にすることは確
定申告の際に重要です。
司書：

どんなものが経費扱いにで

きるかを分かりやすく説明し

ている資料を提供しました。
経費に関する本は簿記・会
計・税務（336.9）、

確定申告に関する本は租税

（345.3）
の書架に並んでい
ます。

「ビジネスチャレンジ
支援相談窓口」
１月の開催日
７日（火）
、
９日（木）
14 日（火）
、
30 日（火）
午後２時〜７時 30 分
場所
中央図書館
レファレンスカウンター
※２１日（火）
は、
あつまる

スタジオで開催します。
司書は同席しません。

NEWS

「わたしパン屋始めます！」

1階

あつまるスタジオ

俳優・演出）

パン屋さんを始めるには？

ビジネス支援事業の紹介として、パン作

りが得意なママがパン屋起業を決意して
から開業するまでを物語形式で展示。
全３回のシリーズ展示で１/27 までは

【準備編】として「ブランディング」と
「資金」について解説しています。

員：15 人（要申込・先着順）

その後【開業編】に替わります。

申込み：１月 30 日（木）午前９時より、中央図書館の窓口・電話
にて受付

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

ヨガ教室を経営しています。

インストラクターがレッスンで

あなたの声で、体も使って、あなたの「絵本の世界」を表現してみましょう。

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

相談者さん：

コーディネーター：

Letʼ s 朗読！
文字から「声」で世界を描く

場

事例紹介

自分が使うレオタードは経費

員：40 組（要申込・先着順）

午後７時〜８時３０分

（
？〜
、経費
〜これ 落ちますか
で

で落ちますか？

申込み：中央図書館窓口または電話にて受付

中央

ンジ！
チャレ
ス！！
ネ
ジ
ビ
用）
経営費

西部図書室 NEWS
（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

「クリスマスおはなし会のご報告」
毎年 12 月に「クリスマスおはなし会」を

赤ちゃんから大人まで楽しめる内容で開催

しています。

ライオンのおやつ
小川 糸／著

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー
ブレイディみかこ／著

落日

湊 かなえ／著

新潮社

角川春樹事務所

376.3 ブ

F ミナ

暗約領域
大沢 在昌／著

ポプラ社

F オガ

して、手品や人形劇など、普段行っていな
い演目も取り入れ見ごたえもあります！
来年も、ぜひ参加してくださいね♪

光文社

夫のトリセツ
黒川 伊保子／著

通常のおはなし会よりもさらにパワーアップ

講談社

F オオ

毎月のおはなし会は、第１土曜日と第３金

曜日、どちらも午前 10：30 から開催して

います。ご参加お待ちしています。
143.6 ク

