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今はまだ、図書館で
学習目的の利用が
できない状況ですが
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編集後記： 中央図書館は蔵書点検期間に入りますが、
分館と図書室は開館しています。ご利用ください♪

司書さんが中高生世代の
心の声を聞き、
心を込めてお返事を
しています！

岐阜市立図書館
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

先日、子ども司書たちと

家族の健康を願って豆を

暦の上では『春』といっ

伊奈波神社へラジオの取

まき、恵方巻を食べたり、

てもまだまだ風が冷たい

材に行ってきました。

好きな人に想いが届きま

季節。ぎゅっと身を縮め

ちょうど、どんど焼きを

すようにと願いを込めて

たくなってしまいますが、

してにぎわう神社へ向か

チョコレートを手作りし

耳をすませば息をひそめ

う途中、善光寺さんの前

てみたり、受験勉強を頑

ている福の気配が感じら

には大きな鬼の姿。間近

張る子どもの合格を願っ

れるかもしれません。

で見る大きな鬼の姿に子

てお守りを買ってみたり。

あたたかな陽気とともに

どもたちからも歓声が上

2 月という月には新しい

明るい福が訪れてくれる

がりました。

季節に一歩前にすすみた

よう、この寒さに心を閉

『節分』は季節の『節目』

いという人々の『願い』

じてしまわぬようにした

という意味。もともとは

がたくさんこもっている

いものです。

季節を春夏秋冬の 4 つに

なあと感じます。

分けて新しい季節が始ま

図書館も新しい季節を迎

る前の日を『節分』と呼

える節目のたびに少しず

ぶのだそうですが、今で

つ新しく生まれ変わって

は立春の前日だけがこう

いきたいです。

呼ばれています。

岐阜市立図書館

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

森
みんなの
コスモス
ア
ィ
デ
ぎふメ
e
YouTub
ンネル
ャ
チ
式
公

2

節目に願いをこめて

FEB
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勉強のこと
受験のこと
恋愛のこと

司書さん
からのエールとユーモア。
みんなに届けーー

【メディコス探検隊 vol.1】

みんなの森 ぎふメディアコスモスを
「もっとみんなに知ってもらいたい！」
「もっと身近に感じてもらいたい！！」

普段は入ることができない 避難用階段を
探検隊の二人がを探検し、 紹介します。

そんな思いから、毎月 YouTube 番組で
動画を発信しています。

【メディコス探検隊 vol.2】

動画は、メディアコスモスのスタッフが企画し、撮影・編集を手作りで行っています。
この動画を見ると、きっとメディアコスモスと中央図書館のことにより詳しくなり、

探検隊の二人が雑誌のバックナンバーの保管
場所へ。 二人の息の合ったお笑いネタにクスリ。

もっと好きになるはず！！ユーモアたっぷりのストーリーをお楽しみください♪

【私のメディコス みんなのメディ
コス vol.1（with コロナ編）
】

【メディコス探検隊 vol.3】

メディアコスモスのスタッフと施設を利用する
方たちが施設の魅力を伝えます。

書庫になる古い新聞を調査する探検隊。
ワイプに登場する司書さんに教えてもらいます。

【本でウォークラリー（前編）
】

【そうだ、図書館へ行こう。
】

図書館の 「ぎふライブラリークラブ」 から
生まれたイベントのルール紹介。

休日をメディアコスモス で過ごす、 とある
女性の 1 日をドキュメンタリー風に紹介。

【本でウォークラリー（後編）
】

【絵本でつながるものがたり】

エース司書二人が本でしりとりをして対戦！
得点が高い方が勝ち。 果たして勝負は！？

【図書館劇場「企画展示」
】

オリジナル折り紙で紡がれるストーリー。
別々で始まったストーリが最後に…。
【次回予告】

司書たち手作りで自らが企画している企画
展示。 笑いあり涙ありのドラマ仕立て。

みんなの森

【ちいさなペンギン ペンタのぼうけん】 ぎふメディア
コスモス公式

休館日の図書館をぬいぐるみのペンタとわんこカート
きららとにゃんこカートにゃん吉が冒険します！
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イベント
２/19
（金）
中央

岐阜市立図書館だより

案内

２０２１年２月号

おすすめ
井庭 崇／著

晶文社

上映作品：
「シャレード」（アメリカ

なっています。本書では、限りある人生のなかの大切な時間を生

113 分）

オードリー・ヘップバーンほか／出演

きるための、生活・学び・仕事・子育てに役立つシンプルな知恵
や工夫が紹介されています。

希望を胸に、 今を大切に、
自分たちの日々の世界を創っていこう。

〜あらすじ〜

離婚を決意し観光地からパリに戻ったレジーナは、夫が殺害されたと知らされる。
夫の経歴は全てうそ。かつて大金の横領にかかわっていたらしく、その金をめぐっ
て怪しい男たちに追い詰められていくレジーナ。観光地で知り合ったピーターに
惹かれ頼るが、ピーターは敵なのか味方なのか。観客も疑心暗鬼に巻き込むロマ
ンティックサスペンス。

会
定

場：みんなの森 ぎふメディアコスモス
員：５０名

1階

※2/1（月）〜 2/5（金）中央図書館

中央

みんなのホール

ギフチョウに魅了された 2 人、絵本作家・舘野 鴻さんと名和昆虫博物館５代目館
長の名和 哲夫さんが越冬して羽化するギフチョウ独自の生態を通し、私たち人類
と日本という島の成り立ちに思いをはせる、壮大なトークを展開します。

会

場：みんなの森 ぎふメディアコスモス
シビックプライド・ライブラリー

沢野 ひとし／著

集英社クリエイティブ

597.5 サ

者が、モノに縛られない自由な暮らしを手に入れる片づけの極意
を、ユーモアたっぷりに綴ったエッセイ。老若男女問わずお薦め
したい一冊です。

ジジイの片づけは、
本人も周りの人も幸せにします！

休館日

おとなの夜学
ギフチョウが教えてくれる、人類の足あと
〜名和靖ギフチョウ発見の地から〜

午後 7 時〜８時 30 分

ジジイの片づけ

「モノの片づけは心の片づけである」をモットーに 70 代半ばの著

（開場：午後 1 時 40 分）

申込み：中央図書館の窓口または電話にて受付。

３/１
（月）

159 イ

新型コロナウイルス感染症の影響下での暮らしが新しい日常と

図書館所蔵のＤＶＤを使った映画会を開催します。

午後 2 時〜

わたしのおうち時間

コロナの時代の暮らしのヒント

みんなの図書館シアター
シャレード

スタンリー・ドーネン／監督

本

【新着図書】

オンラインで集まろう！ Zoom Google
Meet で始めるパーティーと教室
松下 典子、くぼき じゅんこ／著

インプレス

547.4 マ

Zoom、Google Meet を使うオンライン会議の参加方法から本格
的オンライン教室や講座の運営方法まで手順を追って学ぶことが
できます。本書を活用して新しい体験や楽しさを発見してみては
いかがでしょう。

はじめての人も、 IT 苦手な人も、
ぜひお試しあれ！

２階

ゲスト：舘野 鴻さん（画家・絵本作家）
定

名和 哲夫さん（名和昆虫博物館５代目館長）

員：会場観覧 20 名

Zoom 観覧 500 名

申込み：２月１日（月）より、おとなの夜学 Web サイト
または中央図書館の窓口・電話にて受付。

※Zoom 観覧は Web 受付のみ。

※2/1（月）〜 2/5（金）の休館日は Web 受付のみ。
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３/５
（金）
３/12
（金）

ご家庭での読み聞かせ（お子さんやお孫さんにどんな絵本を読んだらいいのか、
どんな絵本を選んだらいいのか）についての講座を開催します。（２回連続講座）

第１回：３月５日（金）

午前 10 時〜 11 時
「本の選び方、読み聞かせの方法」（初心者向け）
第２回：３月

12 日（金）午前 10 時〜 11 時
「絵本を選んでみよう」（実践）
講

師：杉山 喜美恵さん（東海学院大学短期大学部

定

員：お子さんとその保護者

場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

１階

７組（先着順）

教授）

おどるスタジオ

申込み：２月８日（月）午前９時より、中央図書館の窓口
または電話にて受付。

お申込みの際は、氏名・電話番号・お住まいの市町村・同伴の
お子さんの人数と年齢をお伝えください。

すか？

います。

ことや、展示品の詳しい解説文

蔵のある古刀の作者について

気に入った作品を家でも楽しむ

や関わった方のコメントを読む

さて調べもの担当の司書として

「図録を活用する！」

読み聞かせ教室

参考文献には展示作成で特に

観たあとは図録を買って帰りま

ことも図録の楽しみです。

事例紹介

長良川大学講座

博物館や美術館の特別展示を

の図録活用法は、実物の写真を

実際に岐阜市歴史博物館収

論じている資料はあるか調べ

るとき、図録を手掛かりに関連
資料を知り、調査を進めること

ができました。

見ること以上に参考文献として

ご自身のお気に入りの図録か

です。

かたもありますよ！

記載されている資料を知ること

コンピュター関連の本
集めてみました！！

分館

参考とした資料が紹介されて

NEWS

ら、
さらに世界が広がる楽しみ

「図書館文学部、次回予告！」

分館・図書館文学部による、毎年好評の謎解きイベント。今年度は残念ながら開催見送りとなっ

てしまいました。来年度の開催に向けて、分館ではハートフルフェスタに合わせた去る１月、次

回予告として 展示「図書館☆文学部
ご覧いただけたでしょうか。

- 君にこの謎が解けるか - 」を行いました。

過去のイベントの様子や過

去問、謎解きで使用されて

いる問題の種類や解説、関
連の本など、次の開催が待

ち遠しくなるような展示とな

りました。

来年度のイベントタイトルは

「図書館探偵の事件簿」
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

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

―ぜひご期待ください。

蔵書点検のお知らせ

流浪の月

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。

凪良 ゆう／著

ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

中央図書館

２月１日（月）〜５日（金）

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。）

クスノキの番人
東野 圭吾／著

希望の糸
東野 圭吾／著

実業之日本社

講談社

F ヒガ

F ヒガ

東京創元社

F ナギ

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

「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

