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コミセン巡回図書館

雑誌や新聞

国立国会図書館の
デジタル資料も！

絶版などで入手困難な資料を見られます。

2022年5月から、インターネット経由で

個人の端末でも見られるようになったんですよ！

※事前に利用者登録が必要です

展示グローブや本棚のあい
だ、エントランスなどに
さまざまなテーマで展示づ
くり。読書の入口になると
いいな！

図書館の仕事は
、

本の貸出以外に
もたくさん。

毎日元気に活発
に動いています

！

仕事
あれこれ

ホームページや
フェイスブックで
最新情報を発信

ホームページや
フェイスブックで
最新情報を発信

点字資料や音声資料、
大活字本などの貸出
郵送貸出もしています

点字資料や音声資料、
大活字本などの貸出
郵送貸出もしています

小中学校に出張！
身近に本がない子にも
本と出会うきっかけを

小中学校に出張！
身近に本がない子にも
本と出会うきっかけを

全国各地の図書館と
本を貸し借り
全国各地の図書館と
本を貸し借り

相談窓口やセミナー、
資料でサポート
相談窓口やセミナー、
資料でサポート

岐阜市内のコミュニティ
センターを回ります
岐阜市内のコミュニティ
センターを回ります

本の修理や書架整理、
音訳・点訳など
図書館の活動を
サポート

本の修理や書架整理、
音訳・点訳など
図書館の活動を
サポート

図書館で何かやりたい！
という人たちと一緒に
イベントなどを企画・運営

図書館で何かやりたい！
という人たちと一緒に
イベントなどを企画・運営

まちのお店やお寺の中に、
小さな共有本棚
まちのお店やお寺の中に、
小さな共有本棚

本と人をつなぐ
活動を、地域の
子どもたちと

本と人をつなぐ
活動を、地域の
子どもたちと ラジオ番組も

作っています
ラジオ番組も
作っています

学校への本の貸出、
学校図書室について
の相談や見学などを
受け付けています

学校への本の貸出、
学校図書室について
の相談や見学などを
受け付けています

調べもの、お手伝いします！
「本を探したい」「昔の新聞を
読みたい」「岐阜のこの地域の
昔の祭りや風土について...」
などなど！

絵本や紙芝居などの読み聞
かせを通して、子どもたち
に読書の楽しさを伝えます
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おはなし会

テーマ展示
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オンラインデータベース
（官報・法律・音楽など）

ブックトーク

学校と連携

ボランティアさん
子ども司書

ぎふライブラリークラブ

青少年サポーター

ぎふまちライブラリー

3 カ月前からテーマを考え始めます。
より興味深く見てもらうにはどうしたらいいかを
考えながら工夫しているので立ち止まって
じっくり見てくれていると嬉しくなります。
投票などの参加型の展示は利用者さんと
展示を通じてつながれているようで楽しいですね。

季節感を意識したり、みんなで楽しめる
紙芝居や絵本を選んでいます。
コロナ禍でも図書館や本とのつながりを
持ち続けてほしい、本で楽しさを感じてほしい
と思って現在は不定期で実施しています。
とにかく楽しく！を大事にしています。

所蔵している本だけでなく、他の図書館の本、
データベース、新聞など多様な情報を調べます。
郷土資料をより使いやすくするために資料を
装備し直したり修復したりという地道な作業も、
レファレンスで資料が誰かの役に立つことを
日々実感しているので、丁寧に向き合って
やっています。

司書に
インタビュー

司書に
インタビュー

司書に
インタビュー

こだわりとアイデアをぎゅっと！こだわりとアイデアをぎゅっと！

おはなし会のつくりかたおはなし会のつくりかた 情報を幅広く集める情報を幅広く集める
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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

… 図書室休館日

… 全館休館日
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編集後記：中央図書館だけで70人ほどの職員が
働いているので、全員が集まるととても賑やか。
みなさん個性豊かで、楽しい雰囲気です。（悠）

長良図書室　蔵書点検

西部図書室　蔵書点検

工芸品に強い関心を持っていた岐阜市米屋町
ゆかりの近代実業家。

現在に受け継がれる岐阜提灯の
礎を作りました。
十六銀行の発起人の一人
という一面も

勅使河原 直治郎

おとなの夜学で登場した
岐阜にゆかりのある“ひと” を
ご紹介します

て し が わ ら 　  な お じ ろ う

彼は 1878 年に明治天皇の岐阜行幸で岐阜提灯を

献上したのをきっかけに岐阜提灯の新たな可能

性を模索します。元々無地が多かった提灯に川

合玉堂をはじめとする高名な画家らの絵を描くな

どして美術的価値を高め、海外に輸出しました。

和傘、団扇、和紙などの伝統工芸品とともに万国

博覧会に出展され、世界各国に広く知られるよ

うになりました。こうして復興した岐阜提灯は、

明治期に起こったジャポニズムの流行にも一役買

いました。

みんなの図書館 おとなの夜学とは？

岐阜の文化にまつわるあれこれを学ぶ講座。「岐

阜にいるのに知らなかった岐阜を知る」がコン

セプトの、おとなのための学びの時間 。岐阜の

地域文化に精通したその道の第一人者が、奥深

い「岐阜」を語ります。今期で8年目を迎えます。

開催をおたのしみに！

岐阜の に
出会う

どんな人？

『図書館の仕事』って
どんなイメージがありますか？

中高生の日常のくすっと
笑える話や悩みを受けて、
その子の立場に立って「元
気になってくれたらいいな
笑ってくれたらいいな」と
思って返事を書いている、
と語るYA「こころの叫び
を聞け！掲示板」の担当者。
全国の利用者へ館を越え
て資料を提供する相互貸
借担当者の、「日本のどこ
かでうちの本を手に取って
くれている利用者さんがい
るってことなんですよね」
という言葉や、郷土資料の
収集担当の「この資料が
いつか誰かの役に立つは
ず」と地道にコツコツやっ
ています、という言葉には
ハッとさせられました。

司書はカウンターで貸出、
返却の手続きをする人？
実はそれだけじゃないん
です。今月の図書館だよ
りの特集は『図書館の仕
事あれこれ』。実はとって
も多様な図書館の仕事に
ついてとりあげました。

岐阜市立図書館には約
100人の職員が働いてい
ます。特集記事を書くた
めに何人かの司書に話を
聞いてまわりました。「コ
ロナやいろいろ大変な世
の中だけど、あきらめる
のはまだ早いよ！と本で
伝え寄り添いたい」と語
るビジネス支援担当。

図書館の仕事は、見えない
部分にも司書たちの想いが
つまっています。

岐阜市立図書館の司書が子
どもたちに司書の仕事につ
いて伝える子ども司書養成
講座の申し込みが6月1日
から始まりました。司書っ
ておもしろそう！かっこい
いいかも！と思ってもらえ
る、わくわくする講座にな
りそうな予感がします。
ご応募お待ちしています！
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じめじめした季節、
スッキリ過ごしたい！

【新着図書】
足・ふくらはぎのツボ地図大全
よくある不調がすっきりラクに！
五十嵐 康彦／著　河出書房新社（492.7／イ）

足には、全身に対応するツボが密集しており、ふくらはぎには全身
の血流を促す心臓のような役割があります。足とふくらはぎへの刺
激で、ツボの効果はさらにアップ！さあ、カラダの不調をスッキリ
させましょう。

Swimmy ( 英語版『スイミー』)
Leo Lionni ／著　

小さな賢い魚のスイミーが、知恵を働かせて大活躍する絵本です。
小学校の国語の教科書にも載っている有名なお話を、今度は原語の
英語で読んでみませんか。原文と訳文の違いを比べてみても面白い
ですね。

毎日、ハッカ生活。
美容、健康、料理＆家事に
北見ハッカ愛好会／著　大和出版（617.6 ／マ）

肩こりや頭痛改善、風邪対策、虫よけなど、ハッカ油はあらゆる場
面で、1 年を通して大活躍！この本では、ハッカの活用術やレシピ
を紹介しています。生活にうまく取り入れて、快適な毎日を送りま
しょう。

BESTBEST 55予約

新しいポプラディアが

入りました！

ようこそ、電子図書館へ！

借りる サンプルを読む

Swimmy
by Leo Lionni

かんたん、おいしい米粉のお菓子
次から次へとつくりたくなります。
桑原 奈津子／著　　主婦と生活社

オトナ女子の
お金の貯め方増やし方BOOK
大竹 のり子　　新星出版社

不死身の特攻兵 軍神はなぜ上官に反抗したか
鴻上 尚史／著　　講談社

みるみるつながる仏像図鑑
三宅 久雄／監修　　誠文堂新光社

パパッと楽しく、貯め上手
わたしの「お金」ルール
インプレス書籍編集部 ／編集　　インプレス
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2

3

4
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黒牢城
米澤 穂信／著　　KADOKAWA　　 F ヨネ

白鳥とコウモリ
東野 圭吾／著　　幻冬舎　　Fヒガ

52ヘルツのクジラたち
町田 そのこ／著　　中央公論新社　　Fマチ

透明な螺旋
東野 圭吾／著　　文藝春秋　　Fヒガ

「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

1

2

3
4

5

電子書籍紙の書籍

おすすめ 本本

NEWSNEWS分館

募集中！募集中！中央

イベントイベント分館

何か知りたい言葉やわからない単語が
ある時、図書館では本や辞典（事典）、
辞書を使って調べ物をすることができ
ます。そんな調べ物の時に最適な「総
合百科事典ポプラディア」が新しく分
館に入ってきました。新型コロナウイ
ルス感染症など最近の言葉にも対応し
ている最新版です。
分館では児童室０類の棚の一番下に置
いてあります。これからぜひ活用して
みてくださいね！

初心者のための起業セミナー
～自分の強みを見つける

創業にあたっての心構えと自分の強みの見つけ方

事例から学ぶ具体的な創業準備の仕方

岐阜市立中央図書館　岐阜市司町40-５
TEL：058-262-2924
分館　岐阜市橋本町 1丁目 10-23 ＪＲ岐阜駅
　　　東高架下ハートフルスクエアー G1階

Ｅメール
moushikomi@gifu-lib.jp
（もうしこみ ＠ ぎふ -リブ. ジェイピー）

時　間： 午後７時 ～ ８時 30分
場　所： ハートフルスクエアーＧ研修室50（岐阜市橋本町1-10 -23 JR 岐阜駅 2階）
定　員：15名（事前申込・応募者多数の場合は先着順）
　　　　原則3回連続でご出席ください
申　込： 中央図書館または分館の窓口・ FAX・ E メールにて受付

期　間： 6月10日（金） 午前 9時～受付開始

※Eメールの方は「件名に『ビジネス支援セミナー』、本文に名前、住所（市町村まで）、
　電話番号、年齢、起業希望の業種」を明記してください。

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。

第1回
7/13（水）

第2回
7/20（水）

第3回
7/27（水）

講師：中小企業診断士　道家 睦明 氏

あなたの新たなビジネスを応援！岐阜市の創業支援の取組について
講師：ぎふしスタートアップ支援事業センター長　大原 基秀 氏

講師：岐阜県よろず支援拠点コーディネーター　栗田 康代 氏

ぼくのわたしのショートショート発表会 Vol.8
作品を募集します！

第 8期 子ども司書養成講座

締　切：2022年8月 15日 ( 月 ) 必着
資　格：中学生または高校生で、発表会（10/30）に参加可能な方
規　定：原稿用紙５枚程度（上限2,200 字）の短編小説。応募は1人３作品まで。
　　　　ワープロ原稿も可。ただし E-mail で応募される方は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、氏名（ふりがな）、ペンネーム（ふりがな）、住所、電話番号、
　　　　学校名、学年を記入してください。　※ペンネームは希望する場合のみ
選　考：応募作品の中から選ばれた方は、発表会に参加していただき、
　　　　作品について朝井リョウさんとおはなししていただきます。
　　　　また、図書カード1万円分を進呈します。
　　　　選考結果は岐阜市立図書館HPで発表するほか、郵送にて連絡します。
　　　　（10月初旬予定）
発表会：2022年10月30日（日）午後１時～
　　　　ぎふメディアコスモス　みんなのホールにて

受　付：2022年6月20日 ( 月 ) まで
対　象：小学4年生 ～ 中学 3年生（岐阜市在住の方を優先）
　　　　小学生の方は、保護者の同意が必要です
定　員：20名程度（応募者多数の場合は抽選）
申込み：中央図書館窓口・メール・FAXにて受付
その他：原則として、全16講座中14講座以上に出席してください。

詳しくはチラシ
ホームページで！

本と人とを結ぶ
リーダーになろう！

あなたのビジネス、
応援します！

中高生が書いた原稿用紙 5 枚くらいの短い小説（ショートショート）を、岐阜県

出身の直木賞作家、朝井リョウさんに読んでもらおうという企画 ! 応募作品の中

から選ばれた人は発表会で朝井さんとトークできます。

子ども司書になったら、毎月放送する「子どもラジオ」に出演したり、本棚の

展示づくりをしたり ... 学ぶだけじゃない、自ら動く！企画する！そんな活躍の

場が待っています。1期生から7期生まで、120人が誕生しています。

不調別に、ツボの場所・押す順番・刺激法が
ひとめでわかる！

マスクにハッカスプレーをシュっとひと吹きで
気分スッキリ！おすすめです！

英語の朗読付きなので、
耳で聞いても楽しめますよ。


