岐阜市立図書館だより

ぼくの
わたしの
ショート
作品の応募は まで
ショート
発表会の作品募集が
です！
発表会は
始まりました！

１１/８

８/２６

私も
あれくらい
のイラスト
描けるよ〜。

チラシが
○○えもん

選考作品を読んでみて♪ カラーですね。

図書館職員の です。中高生の皆さんへチラシが ショートショートって何？」ちなみにチラシはぼくが
「
司書じゃなくて
デザインしたんだよ。
届いた頃でしょうか？
疑問に思った子は、
と
すみません。
ホームページで過去の

よっこ／作

子ども司書たち

I

…全館休館日

日

７
火

５周年の節目を迎えて

JUL

水

木

金

土

1

2

3

4

8

9

思い返せば私も何度も読

今年は新型コロナウイル

はその人のものでしかな

み返す大切な 1 冊との出

スの影響で、例年のよう

いけれど、図書館にいる

会いは、図書館でした。

にゲストを招いた華やか

12 13 14 15 16 17 18

本たちには夢がある。

何気なく、読む本を探し

な記念イベントは残念な

「誰かの役に立つかもし

て書架を眺めていてふと

がらありません。

19 20 21 22 23 24 25

「誰かを楽しませ、勇気

5

6

7

10 11

手に取った本が、その日

れない」
づけ、なぐさめることが

26 27 28 29 30 31
編集後記：図書館でいつも活動してくれていた、子
ども司書たちや YA サポーターの子たちは元気かな
と思いながら、今月の四コマ漫画を作りました。

岐阜市立図書館

ない。誰かに読まれる日

誰かをむすびつけるかも

ぎふメディアコスモスは、

を楽しみに待つたくさん

しれない」

開館５周年を迎えました。

の本たちと新しい一歩を

誰かに読まれるその日ま

踏み出したいと思ってい

でひとつの想いを紙の間

ます。

にはさみつづけて本たち

6 年目も、どうぞよろし

は今日も棚の中でじっと

くお願いいたします。

している。

9:00 ー 20:00

058-262-2924

分館

9:00 ー 21:00

058-268-1061

引用：
「あるかしら書店」

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

著／ヨシタケシンスケ

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

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

中央図書館

祝

５周年！

発信！

図書館ブランディング
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［第１弾］ 図書館オリジナルバッグ
「みんなとつながるバッグ」 ４種類 完売！
［第２弾］ 図書館オリジナル 「マグカップ」
デザイン ： 高畠純さん （絵本作家） ３種類 完売！
［第３弾］ 図書館オリジナル 「ブックマーカー」 販売予定
第５期

図書館
ブランディング

図書館
ベース
事業

子どもの育成
サードプレイス

みんなの図書館 おとなの夜学
岐阜ならではの知性が集まる、
おとなのためのまなびの場

本が
つなぐ
ひととまち

本や人との出会いがあったり
本をまん中に人がコミュニケートできる
誰もが生き生きとした表情に満ちた場所
私たちはそんな滞在型図書館を
目指しています

岐阜市立中央図書館

トーク

ぼくらの時代。僕らの知の広場をつくろう
岐阜で豊かに楽しく暮らしていくための知識と情報

ビジネス
支援

これからの
図書館の姿

企画
イベントの
実施

イベント

本 de 子育てカフェ
はやみねかおるさん
講座！

はやみねかおるさん

ビジネス支援セミナー
ビジネスの知識だけじゃなく、
人と人のつながりがうまれる。

作家と語ろう in 岐阜
澤口たまみさん
企画力！

展示グローブ
年間企画 ３０テーマ

in 柳ヶ瀬

まちライブラリアン特別講演
ー本のある空間づくりー
ブックコーディネーターに教わる、
魅力的な本のある空間作り
岐阜市立図書館だより

２０２０年 7 月号

図書館 まちライブラリー
隔月更新の特集本棚が魅力
柳ヶ瀬の小さな図書館

郷土の魅力

本で人とまちをつなぐ

市民と
ともに

２０１８.４〜２０２０.３まで

柳ヶ瀬 あい愛ステーション

図書館は

「ブックレット」 vol.１〜vol.４ 販売中
「ブックレット」 vol.５〜vol.８ 販売予定
発酵食品、 イサム ・ ノグチ、 ギフチョウ、 長良川の舟

屋根の付いた公園です

大活躍！

つながる

て「大切な 1 冊との出会
いの日」になるかもしれ

中央図書館

ショートショート発表会 vol.5
直木賞作家の朝井リョウさんの絶妙な助言が好評！

・ 並木道読書会
・ 世界にひらく窓
・ Book Book 交歓会
・ クリスマスのおくりもの
・ 科学する絵本
・ 本でウォークラリー
・ 夏の群読ワークショップ
・ 巡るフランス、言葉と音楽
・ 本の語り Bar
・ ファミリーヒストリー
・ ぎふ市のなに史

でも、今日が誰かにとっ

な 1 冊になりました。
中央図書館とみんなの森

叫べ！

ぎふライブラリークラブ
図書館大好き委員会
イベントを企画 ・ 実行

からいつも共にある特別

できるかもしれない」
「誰かとなにか、誰かと

共読の
モデル
づくり

・ 子ども司書養成講座
・ 子どもラジオ
・ 青少年サポーター
・ ブックリスト 「ほんまるけ」

2020

誰かの家の本棚の本たち

共読本棚 ＋ 共読ワークショップ
それぞれと語り合う、 楽しい読書

ぶっくらぼ
に決定！
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2020

岐阜市立図書館だより

gifu city library

休館日の
お知らせ

進展！

・ 本棚の愛称決定！
・ 中学校で共読ワークショップ

Take free

２０２０年 7 月号

・ としょコレ珍百本
・ 芸術の沼にはまろう！
・ 家族のカタチ
・ さぶかるっ！
etc…
Take free

Take free

Take free

イベント

岐阜市立図書館だより

おすすめ

案内

午前 10 時 〜正午

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

場

所：ぎふメディアコスモス

定

員：10 名 ( 要申込・先着順 )

大人のおしゃれな装い

何か１つを目立たせるだけでおしゃれになる！

『ぎふライブラリークラブ』は、図書館を通じて、本・ひと・まちをつなぎ・
広げる活動をする市民の自主グループです。
「図書館でこんなことをやってみたい！」と思う企画を持ち寄り、やりたいこと
についてわいわい楽しく話し合う【がやがや企画会議】を定期的に開催してい
ます。15 歳以上の好奇心とやる気のある方なら、どなたでも参加できます。

中央

本

ファッションの主役は 1 つ

定例がやがや企画会議

7/4
（土）

２０２０年 7 月号

1階

杉山 律子／著

KADOKAWA

589.2 ス

毎日身につける服やアクセサリー、小物の中で 1 つを目立たせる
だけでグッとおしゃれに早変わり。色、柄含め、何を主役にした
いのかアイテム別に載っているので、試しやすい一冊です。

クローゼットの中を思い出しながら
読んでみては？

協働のへや

（※参加人数によって広い場所へ変更します。）

はじめての男着物
木下 勝博／著

申込み：中央図書館の窓口または電話・E メールにて受付

河出書房新社

593.8 キ

毎日着物を着て 10 年以上経った著者が魅力を伝える一冊。

初心者でもイメージしやすいよう、着物購入のお店選びから、着方、

ぼくのわたしのショートショート発表会
作品募集‼

8/26
（水）
応募
締切

シチュエーション別コーディネートが写真で紹介されています。

普段着が着物…これぞ大人の装い。

直木賞作家 朝井 リョウさんと中高生のトークイベント「ぼくのわたしのショー
トショート発表会」の短編小説を募集します。ステキな作品待っています！
どしどしご応募ください。

【応募資格】

大人になったら、着たい服 2020 春夏
主婦と生活社

589.2 オ

中学生または高校生でイベント開催当日（11 月 8 日）に
参加可能な方

働く女性が自分らしくいられる日々のコーディネートを紹介し

原稿用紙５枚以内 の短編小説。
同程度の文字数であればワープロ原稿も可、ただし E-mail で応募され

を向けるこつが、ちりばめられています。

ている一冊。

【応募規定】

自分の持っている服をおしゃれに着こなし、新しいものにも目

お気に入りの服を身に着けると
笑顔がこぼれますね。

る方は word 文書、またはＰＤＦファイルで送信してください。別紙

にタイトル、ペンネーム（希望する場合）、氏名、住所、電話番号、学
校名、学年、性別を記入して下さい。

【応募締切】

中央図書館

8 月 26 日（水）必着

【その他】

応募作品の中から選考した作品を当日発表し、朝井リョウさんからコ

「岐阜市の地名のひみつ」

メントしていただくほか、図書カード１万円分を進呈します。

応募作品の著作権は主催者に帰属し、選外も含め作品集に掲載し図書

わたしたちが暮らす町の名前にも歴史や由来が

館の蔵書とします。

あります。

選考結果は岐阜市立図書館ＨＰにて発表するほか、該当者には主催者

由来を調べて古代からの人々の思いやその土地

から個別に連絡します。（10 月初旬予定）

の歴史に思いをはせてみませんか？

【イベント開催日時】

１１月８日（日）午後１時〜
場

展示では、地名の由来を調べる方法を紹介して

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

１階

いるほか、古代の人々が生命の安全のため危険

みんなのホール

箇所を警告する「災害地名」など地名に隠され

※新型コロナウイルス感染症対策の為、場所等変更になる場合があります。

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

NEWS

たひみつにせまります。

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

旧利用カードの切替期間延長のお知らせ

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

NEWS

「児童コーナーで
読む本に迷ったら…」

分館の児童コーナー窓側に置いてある、ブラッ

クボード（黒板）。

季節や祝日に合わせて選んだおすすめの本を司

新型コロナウイルス感染症拡大防止による臨時休館のため

書の手描きイラストとともに紹介しています。

停止していた旧利用カードの切替期間を

お父さんお母さんの絵本選びのお手伝いや、お

2021 年 7 月 17 日（土）まで延長します。

子さんが自主的に本を選ぶことの楽しさを知っ

てもらえたら良いなと考えております。

切替対象者

分館にいらっしゃった際は、ぜひ一度お立ち寄

鵜の図柄の旧利用カードをお持ちの方

りください！

切替方法：旧利用カードと本人確認ができる書類（健康保険証や運転免許証など）を持参し
各図書館、図書室へお越しください。

長良図書室 NEWS

注意事項：新しい利用カードは岐阜県在住の方、岐阜市に通学、通勤されている方に
発行いたします。

「ボランティアさんの壁飾り」

長良図書室では、ボランティアさんが毎月作ってくださる

クスノキの番人
東野 圭吾／著

希望の糸
東野 圭吾／著

講談社

F ヒガ

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

新潮社

376.3 ブ

流浪の月
凪良 ゆう／著

実業之日本社

壁飾りが素晴らしいと評判です。
F ヒガ

ことが出来なかった５月の壁飾りをご紹介します。

マスクをした鯉のぼりが元気に泳いでいて、なんとマスク

東京創元社

F ナギ

そして、バトンは渡された
瀬尾 まいこ／著

新型コロナウイルス感染症の影響で皆さんに見ていただく

文藝春秋

F セオ

の吹き流しまであるのです！

感染症を吹き飛ばしてしまえとばかりの勇壮さです。

どうか今後はどなたでも図書館を楽しめる穏やかな日が
続きますように。

