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岐阜市立図書館だより
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休館日の
お知らせ

洋菓子屋さん

パン屋さん

８ヶ所のお店とお寺が
小さな
図書館

「
ぎふまちライブラリー」を
始めて 年が経ちました。

…全館休館日
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岐阜市立図書館

本の語り
開催！
テーマに合った本を
持ちよりお話しを
みんなでしましょう ♪
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語り合いませんか？
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金原 瑞人さん
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した心躍る海外小説を集めた特集

子どもの本専門店メルヘンハウスの元
店主の三輪 丈太郎さんを講師に迎え、
ボランティアで読み聞かせ活動をされ
ている方、これから読み聞かせ活動を
してみたい方のために、絵本の選び方
についての講座を開催します。
ぜひご参加ください♪
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〜中高生

三輪
丈太郎さん

ジャンルの第一人者です。
また、金原さんがこれまでに翻訳
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行政資料コーナーなどに置

いてあります。
（『ぎふ市勢要

覧』
など異なる表記をしてい

る時もあります。古い出版年
のものについてはお問合せ

ください。）

懐かしい写真は、郷土コー

ナーの地域史の棚にある写
真集もご覧ください。
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案内

２０１９年１月号

おすすめ

本 新年！新しい趣味を見つける

ハーバリウムづくりの教科書

データベース講習会

こんなに便利！新聞記事データベース
〜朝日新聞聞蔵Ⅱビジュアル〜

中央図書館で利用できる朝日新聞データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」の基本的な
操作方法・活用方法をガイダンスします。

平山 りえ／著

世界文化社

自分好みにアレンジを加えてインテリアにしたり、家族や友達へ送るプレ
ゼントにしたりと見た目にも可愛らしく最近話題の「ハーバリウム」。
初心者向けのものから応用テクニックまでわかりやすく紹介されていま
す。

午後 2 時〜 3 時

キラキラ可愛い♡ハーバリウム。

場 所：ぎふメディアコスモス 1 階 あつまるスタジオ
講 師：朝日新聞社 聞蔵サポート 担当者
定 員：１０人（要申込・先着順）
申込み：１月４日（金）午前９時から、中央図書館の窓口または電話•FAX にて
受付開始。氏名・電話番号をお伝えください。

2/３
（日）
中央
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

部屋をおしゃれにリメイクする本
学研プラス

（592.7 ヘ）

DIY が初めての方、本格的に取り組みたい方、どちらの方も真似するだけ
で簡単に楽しく取り組んでいただける一冊です。
賃貸向けのリメイク方法も掲載されています。

並木道読書会 Vol.16
テーマにあった本をお持ちください。新しい本との出会いを楽しみましょう♪

午前 10 時〜 11 時

場 所：中央図書館 南東読書スペース
テーマ： ①映画の原作本
②レシピ本
申込み：中央図書館の窓口または電話・E メールにて受付。
氏名、参加を希望するテーマ、連絡先をお伝えください。
※参加申込が少ないテーマについての話し合いは中止。

世界にひらく窓

第６回

男性も女性も始められるＤＩＹ
【新着図書】

1 日 1 課のアラビア語
水谷 周／著

国書刊行会

珍しいアラビア語に挑戦！

午前 10 時〜正午

昨日がなければ明日もない

場 所：ぎふメディアコスモス １階 あつまるスタジオ
解説と司会：堀 素子さん（ぎふライブラリークラブ）
定 員：30 名（要申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて受付。
氏名、参加人数、代表者連絡先をお伝えください。

中央

宮部 みゆき／著

伊坂 幸太郎／著

東野 圭吾／著

東野 圭吾／著
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中央

みんなのホール
201８年 11 月 11 日〜
2018 年 12 月 10 日

第２巻

ぎふまちライブラリーの店主たちと語り合いませんか？
テーマにあった本を 1 冊お持ちください。

ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

午後 7 時〜 8 時 30 分

場 所：ぎふメディアコスモス 1 階 おどるスタジオ
定 員：各テーブル 5 名まで（要申込・先着順）
申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて受付。
氏名、参加するテーマ、連絡先をお伝えください。
※テーマ等詳細は、チラシまたはホームページをご覧ください。

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

（もうしこみ ＠ ぎふ - リブ . ジェイピー）

Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

蔵書点検により臨時休館をします
岐阜市立図書館では、蔵書点検（資料の点検）のため、下記の日程で臨時休館します。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

中央図書館
東部図書室

2 月 4 日（月）〜 8 日（金）
2 月 13 日（水）〜 15 日（金）

休館中は、ブックポストへ返却してください。
（DVD・CD など一部ブックポストを利用できない資料もあります。）

文藝春秋

展示

PICK UP

「まちライブラリアン本棚団地」
中央図書館の展示グローブに、ダンボールで
できた、本棚の団地ができました。
12 月に開催した、「まちライブラリアン養
成講座」で参加者の皆さんが作った本棚です。
ひとりひとりの思いのこもったカラフルで楽
しいまちライブラリーをお楽しみください♪

東部図書室

幻冬舎

すぐ死ぬんだから
内館 牧子／著

NEWS

「
『色』テーマ！のおすすめ本コーナー」
今年度、東部図書室は、『色』をテーマに「おすすめ
本コーナー」を展示してきました。４月のピンク色か
ら始まり、様々な色でこのコーナーを彩ってきました。
ジャンルはバラバラ！シンプルに色のみで集めた小さな
コーナーですが、見応えありです♪
来館されるみなさんにも好評で、見て触れて楽しんで
もらっています。ぜひ、お近くにお越しの際は、東部
図書室にお立ち寄りくださいね！

講談社

F イサ

F ヒガ

人魚の眠る家

午後 2 時〜（開場 :1 時 30 分）

本の語り Bar

F ミヤ

実業之日本社

沈黙のパレード

上映作品：「父の詫び状」（1986 年 日本 90 分）
深町幸男／演出 向田邦子／原作 杉浦直樹／出演
〜あらすじ〜
職場では出世しているものの、家では独善的でいばってばかりいる父親。そんな
父親に反発する娘だったが、祖母の死を通して父の意外な素顔を知ることになる。
昭和の家長とその家族をユーモアと切なさを交えて描く。

1階

文藝春秋

フーガはユーガ

みんなの図書館シアター「父の詫び状」

場 所：ぎふメディアコスモス
定 員：200 名（先着順）
申込み：不要

（829.7 ミ）

世界には日本語・英語・韓国語など様々な言語が存在します。
今回紹介するのはその中でも他言語と比べるとまだ習得率は低いと思われ
る「アラビア語」です。そんなアラビア語を 1 日 1 課、一ヶ月で学ぶこ
とのできる本です。

いま話題のニュースを英米の新聞記事から原文で紹介し、日本語翻訳で解説しま
す。第６回は「イエメン：大国間の代理戦争で 10 分間に 1 人の子どもが餓死し
ている」を米国 CNN ニュースから読みます。
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（594.8 ヒ）

F ヒガ

F ウチ

