
本の蔵
探検しよう!

を
� 階のガラスに囲まれた

「本の蔵」には何があるの？
じっくり見てみたい！

ここには、� 階にはない
古い本がいっぱい。

一緒に探検しましょう！

行き方マップ

個人で収集され、図書館 に
まとめて寄 贈された 本 を

「〇〇文庫」とその人の名前
を付けて所蔵しています。

松尾文庫は、�� 代目岐阜市長の松
尾国松さん（����年～���� 年）が収
集された本です。岐阜市立図書館
が開館した時（���� 年）に寄贈され
ました。

岐阜新聞、中日新聞、朝日新聞、読売新聞
などの縮刷版があります。朝日新聞は明
治時代に刊行されたものもあるよ！

↑本の管理にコンピュータが導入される前は、手書きでカード目録を
作っていました。触ったり、実際に本を探したり、ぜひ当時の図書館
の雰囲気を体感してみてください！

松尾文庫の
カード目録はここ！

何人かで一緒に同じ本を読んで感想などを分かち合う
読書会、読書グループ向けに同じタイトルの本を１０
冊セットで貸出をしています。

（団体貸出登録が必要です）

2階 中央図書館 

1階 本の蔵

� 階と同じように、分類に沿って一般書などが並
んでいます。図書館に来て時間が経った本や長く
保存したい資料が多いのですが、好きな作家のデ
ビュー作に出会えたり、貴重な情報を手に入れら
れるかも！？宝探しのように、じっくりと本 棚を
巡ってみてください。

出入口

誰かの
像がある  !

エントランス

貸出返却カウンター

階段か
エレベーターで
降りられます

階段か
エレベーターで
降りられます

総合
カウンター
総合
カウンター

受付の
グローブ

自動
貸出機

十 冊文 庫十 冊文 庫

個 人 文 庫個 人 文 庫

新 聞  縮 刷 版新 聞  縮 刷 版

矢 橋 亮 吉 翁 寿像
矢橋亮吉さんは、美濃赤坂（現岐阜
県大垣市）出身の実業家。国会議
事堂や日本銀行の建設に関わった
他、学生の支援にも積極的で、旧
本館があった場所で楠堂という私塾
を開き、苦学生を集めて学校に通わ
せたりしていました。また、岐阜市
立図書館のあゆみを語る上でも矢橋
さんの存在は欠かせません。前身で
ある岐阜簡易図書館の開設にあたっ
て、資料の充実のために出資、後援
してくださったのです。

当時は
すごい枚 数が

あったんだろうね

みんなで一 緒に同じ本を読むの、楽しそう～

司書T
大学生Mさん

生まれた日のニュースや出来事を調べてみたいな
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https://www.g-mediacosmos.jp/lib/

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

岐阜市立図書館

2022

休館日の
お知らせ

… 分館・図書室休館日

… 図書室休館日

… 全館休館日

岐阜市立図書館
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編集後記：朝井リョウさんが日記を書かれている
話に触発され、うっかり私も日記を書き始めまし
た。捨てないようにがんばります。（悠）

柳津図書室　蔵書点検

おめでとう！
Library of the Year大賞受賞！

今回メディコスは、『図書
館と市民活動を軸に地域の
可能性を追求する複合文化
施設である』ということが
評価されました。

開館時から続く「子ども司
書養成講座」や「おとなの
夜学」。そして最近ではま
ちの誇りを育む取り組みと
して「シビックプライドラ
イブラリー」や「シビック
プライドプレイス」を展開。
メディコスは、ずっと「知・
文化・絆の拠点」として、『ま
ちとつながる』ことを大切
にしてきました。

わたしたちの『みんなの森
ぎふメディアコスモス』が、
Library of the Year2022
の優秀賞を受賞しました！
そして、11月30日（水）に行
われた最終選考会で、優秀
賞を受賞した 4つの機関の
中から大賞に選ばれました！

ライブラリー・オブ・ザ・
イヤーは、NPO 法人「知的
資源イニシアティブ」が
2006年から授与している
もので、これからの図書館
のあり方を指し示すような、
先進的な活動を行っている
施設に贈られます。

みんなで楽しみながらこの
メディコスをこれからも一緒
に育てていけたらと思ってい
ます。

12月1日（木）から展示グ
ローブ内で、メディコスを好
きでいてくださるたくさんの
利用者のみなさまとこの喜
びを共に分かち合えたら、
と受賞を祝う展示を行いま
す。どうぞ皆さんの「おめ
でとう！」や「私はメディコ
スのここが好き！」を言葉に
して残していただければ嬉
しいです。

2022　   12 　  DECEMBER
日　月　火　水　木　金　土

ビジネスチャレンジ 相談例ビジネスチャレンジ 相談例
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原作者・平方浩介さんと大西暢夫さんをゲストに、
吉成館長（当時）とトークを繰り広げました。

大西 暢夫

と大西さん 図 書 館

お お に し　　  の ぶ お

さん

映画『ふるさと』の上映＆
トークセッション！（2018 年）

岐阜市立
図書館

出会ったと

イベントのゲストとして

訪れた “ひと” をご紹介！

ドキュメンタリー映画『水になった村』、写
真絵本『ぶた にく』など 社会的テーマを写真
や 映像で記録し、高い評価を得ています。

写真家・映画監督

図書館ホームページで当時の
ブログを読むことができます！→

岐阜市立図書館　秋の図書館イベント

ととひひ

揖斐郡池田町で育ち、徳山村や震災
被災地、精神病棟など生活の近くに
ありながら、あまり知られることが
ない人たちを長期間にわたって取材
し、飾らない姿や想いを伝えています。

著 紹書 介

『ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村
  百年の軌跡』 彩流社

徳山村の人々と交流し続けながら、村が消
えるまでの軌跡を追った取材記録。村の自
然やそこに住む人々の姿を聞き取り、記録
しながら人間にとって本当の「豊かさ」と
は何なのかを問いかけます。
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切手はどうやって
作られているの？

切手デザイナーの仕事
〜日本郵便　切手・葉書室より〜
間部 香代／著　株式会社グラフィック社（693.8 ／マ）

切手の図案を考える切手デザイナーという職業があります。日本に
は 8人しかいません。8人の切手デザイナー達の仕事へのこだわり、
思いやエピソードがそれぞれ書かれています。

切手でたどる郵便創業150年の歴史 Vol.3
（平成・令和編）
内藤 陽介／著　日本郵趣出版（693.2 ／ナ3）

切手が発行されてから令和3年4月で150年が経ちました。150周年
を記念に出版されたシリーズの第3巻目です。第 3 巻では、記憶に新
しい平成・令和に焦点を当て、社会で起きた出来事と発行された切
手を紹介しています。

聞かれても答えられないモノの名前
日本博学倶楽部／著　PHP研究所

よく見かけるけど名前が出てこないモノ、名前を間違えているモノ
があります。本書は、実際の写真を載せ、クイズ形式になっています。
あなたはいくつのモノの名前を答えられますか？

最新の申し込み 状況は
中央図書館まで！

8 人の切手デザイナー達は
全員日本郵便の社員の方達です。

同シリーズで明治～戦前編と戦後～昭和編
もあるので読んでみてください。

お店で「トレーにお金をのせてください。」と
言われますが、本当はトレーではなく、カルトンです。

おすすめ

集客のための SNS、どんなことを投稿すればいい？

整体業を開業しました。SNSで集客を図りたいのですが、

どんなことを投稿すればいいでしょうか？

お店の営業時間やキャンペーンのお知

らせだけでなく、身体にまつわるコラ

ムを掲載してみてはいかがでしょうか。

整体業など施術が主な業種は、いずれ

「身体のかかりつけ医」のような存在に

なれることが理想です。自らの知識を

提供することがお客様との信頼関係を

築くことに繋がります。

SNSにおける文章の書き方

について記載された資料に

は、短い文章で相手に魅力

を伝えるコツについて解説

されています。その他、コ

ラムの書き方に関する資料

を紹介しました。

ビジネスチャレンジ 相談例ビジネスチャレンジ 相談例

Q.

コーディネーター 司書

イベントイベント中央

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５　　
TEL ：058-262-2924　　　　　　　　　　　Ｅメール：moushikomi@gifu-lib.jp

（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ. ジェイピー）

新型コロナウイルス感染症対策のため入場時の検温、アルコール消毒、イベント中のマスク
の着用にご協力をお願いいたします。体調がすぐれない方、対策にご協力いただけない方の
ご入場をお断りすることがあります。また、状況により開催を中止する場合があります。

長良川大学 図書館文学講座

「明治・大正・昭和、美濃ゆかりの文化人」（全２回）

並木道読書会 vol.36

分館

12月といえばクリスマス。美しく飾られたツ
リーやイルミネーションに心躍る季節です。
ヨーロッパでは４週間ほど前からクリスマス
にむけて準備を始めるそうです。手づくりの
リースやオーナメント、心を込めたクリスマ
スカード、伝統的なお菓子など、クリスマス
気分が盛りあがる楽しい時間です。分館では、
クリスマスにちなんだ物語や簡単にできる飾
りつけの本などを紹介しています。おはなし
会もありますので、お楽しみください。

ようこそ、電子図書館へ！

朝井リョウ的、創作のススメ

本本

クリスマス！

NEWSNEWS

BESTBEST 55予約

働くオトナ女子のためのゆるっと習慣
毎日のモヤモヤ プチストレスが すーっと消える
米山 彩香／著　　学研プラス

多分そいつ、今ごろパフェとか
食ってるよ。
Jam／著　名越康文 ／監修　サンクチュアリ出版

池袋ウエストゲートパーク
石田 衣良／著　　文藝春秋

大活字シリーズ 源氏物語〈上〉
紫式部／著　　ゴマブックス株式会社

マンガと図解でよくわかる
つみたてNISA＆iDeCo＆ふるさと納税
ゼロからはじめる投資と節税入門
酒井 富士子／著　　インプレス

1

2

3

4

5

黒牢城
米澤 穂信／著　　KADOKAWA　　 F ヨネ

同志少女よ、敵を撃て
逢坂 冬馬／著　　早川書房　　 F アイ

ハヤブサ消防団
池井戸 潤／著　　集英社　　 F イケ

マスカレード・ゲーム
東野 圭吾／著　　集英社　　Fヒガ

おいしいごはんが食べられますように
高瀬 隼子／著　　講談社　　 F タカ
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4
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電子書籍紙の書籍

日　時：第1回　2022年12月 15日 ( 木 ) 
　　　　第２回　2022年12月 22日 ( 木 )
　　　　どちらも午後１時30分～午後 3時（午後1時開場）
場　所：ぎふメディアコスモス １階 みんなのホール
講　師：林 正子さん（岐阜大学特任教授）
定　員：120名（先着順）
申　込：中央図書館窓口・電話にてお申し込みください。

10月30日（日）、岐阜県出身の直木賞作家、朝井リョウさんをお招きして行われた『めざせ直木賞作家！

ぼくのわたしのショートショート発表会』。緊張感のある発表の場とは違ってゆるく熱く、創作を

するもの同士の会話が繰り広げられるのが、発表者の中高生たちと朝井さんとのイベント後の交

流会です。朝井さんがこの交流会の場で、ずっと続けているという日記について語られたことが

印象的でした。“3 日坊主” という言葉もありますが、『日記を続ける』ことって難しいですよね。

書くことがない時、何も起こらなかった 1 日。そんな日は、見たものをありのままに書いてみる。

窓から見える景色や机に置いてあるもの。とにかく 400 字、と決めて書いてみる。そんなふうに

して『書くこと』を続けていたそうです。続けることで鍛えられる、でも飽きたらやめちゃえばい

いんですけどね、という朝井さん。来年は、日記を書いてみようかな？

〈岐阜文壇〉の輝き ー小木曾旭晃と雑誌『地方文化』ー

〈少国民文化〉の創生 ー木村小舟と「岐阜通俗圖書館」ー

第1回

第2回

中島みゆきさんの歌詞

『サード・キッチン』　白尾悠 / 著　河出書房新社

1
2

借りる サンプルを読む

聞かれても
答えられない
モノの名前

日本博学倶楽部

日　時：2022年12月11日（日）午前10時～11時
場　所：ぎふメディアコスモス １階 おどるスタジオ
定　員：14名（申込状況によっては、当日も受け付けます）
申　込：中央図書館窓口・電話・メールにてお申し込みください
　　　　Ｅメールでお申し込みの際は、氏名・テーマ作品・連絡先（電話番号またはＥメー ル）
　　　　を明記してください

どちらかのテーマを選んでお申し込みください（チラシの裏に申込書があります）


