
秋の読書推進
トークイベント

「人生を切り拓く」

俳優

サヘル・ローズさん

守一ゆかりの地
東京都 豊島区の
図書館にも展示
されました

福富医院から
寄贈して

いただきました

豊島区と岐阜市、
まちと人をつなぐ
取り組みを
紹介

歌人
穂村弘さん

作家
はやみねかおる

さん

まちライブラリー@メディコス
小さなスペースでにぎわい創出中

7/18に

イベント

やります

2020年9月に始まって以来続々と

本が集まり、200 冊を超えました。

図書館は本で人とまちをつなぐ
屋根の付いた公園です
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

みんなの図書館

おとなの夜学

第 7期

第40夜～第42夜

ブックレット
vol .11・12
  発売！

ほかにもいろいろ！

・夏休み調べもの講座

・英語多読入門講座

・えほんフェスティバル

・長良川大学講座

・図書館シアター

・ビジネス支援セミナー

「ことばのちから」

地球がうみだす土のはなし マチネの終わりに
聴く読書会

「はやみね先生、
夢の入り口ってどこですか？」

ぼくのわたしの

ショートショート

発表会 vol.7

イベントイベント

展 示展 示

ニュースニュース

モリカズの森（ニワ）
at 展示グローブ外側

at 展示グローブ内側
at シビックプライドライブラリー

雑誌 赤い鳥
大正から昭和 子どもへのまなざし 

パブリックスペースの挑戦
「みんな」の場所とは？
ーまちをデザインする岐阜市と
　豊島区の取り組みー

作家と語ろうin岐阜

本de子育てカフェ

科学する絵本

Happy Birthday
中央図書館

この 1年のあゆみ

周年7

ぎふライブラリークラブ

gifu city library
NEWS LETTER
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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

… 図書室休館日

… 全館休館日

ぎふメディアコスモス
総合プロデューサー

吉成信夫

編集後記：開館7周年記念、イベントが盛りだく
さんです！ぜひお立ち寄りください。（悠）

明治・大正・昭和に活躍した日本画家。日本の
自然を深く愛した岐阜市米屋町ゆかりの巨匠。

10代より画才を認められ、特に
風景画を得意としていました。
東京美術学校で教鞭をとり、
1940年には文化勲章を
受章しました。

川合 玉堂

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

か わ い  ぎょくどう

愛知県で生まれ、岐阜市米屋町で筆や墨、紙を

商う店の息子として少年時代を過ごしました。

1891 年の濃尾地震を皮切りに私生活では激動の

歳月を過ごすも、早くから画才を認められ近代

日本画の第一人者として活躍しました。

彼は岐阜学校 ( 現在の岐阜小学校 ) の出身で、

1953 年には金華小学校と京町小学校 (2 校はのち

に岐阜小学校へ統合 ) から絵を依頼されて制作

したことも。身近なところで玉堂と岐阜はつな

がっているのですね。

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？

７周年。その先へ

歴史を軸に、知らなかった
岐阜を知ろうという図書
館で始めた講座は、さら
に、それぞれの多様なシ
ビックプライドの醸成に
つながって行くだろうと
私は思っています。

今年の７周年記念イベント
は、「ゆったりカルチャー
３Days」と名付けました。
岐阜に根づいて来た生活
文化と、時代に応じて新
たに生まれ続ける文化。
これらのバックグラウン
ドには必ず、私たちひと
りひとりがこの岐阜で

本を通していつでもみな
さんに変化を感じてもら
える、楽しさを感じても
らえる施設になりたいと
いう思いで、開館以来、
メディコスも図書館も館
全体で歩みを進めて来ま
した。

「本と人とまちをつなぐ」
図書館として開館以来
ずっと事業を継続してきた
「おとなの夜学」はシビッ
クプライドライブラリーの
開設へとつながり、今春
1階の「シビックプライド
プレイス」誕生へと結実
しました。

どう豊かに、幸せに暮らし
て行けるかという問いが
あります。
岐阜市立図書館の命題は、
まさにここにこそあると
考えています。皆様のご来
館をお待ちしております。
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最新の申込状況は中央図書館まで
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栄養満点！フルーツで
暑い夏を乗り切ろう！

厳選フルーツ手帖
吉田 太郎・森山 登美男／著　世界文化社（625／ゲ）

果物には生産者の愛情と努力が詰まっています。生産者が大切に果
物を育ててくれたおかげで私たちはおいしい果物を食べることがで
きています。生産者に着目し、果物のありがたみを感じる1冊です。

【新着図書】
カラー図鑑果物の秘密
利用法・効能・歴史・伝承
ジル・デイヴィーズ／著　西村書店（625／デ）

果物の原点や世界に広まった経緯など紀元前までさかのぼって果物
の歴史について書かれた 1 冊です。巻末の世界の果物地図は、原産
国の位置や各国の特産の果物が分かるようになっています。

こんなにすごいキウイパワー
学研パブリッシング（498.5 ／コ）

キウイフルーツは栄養価が高いスーパーフルーツです。キウイフルー
ツを食べる効果を栄養士や食べている方の話を交えて紹介していま
す。デザートレシピもあり、キウイフルーツが食べたくなりますよ。
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

司書の個人的
おすすめコーナー

大活字シリーズ 源氏物語〈上〉
紫式部／著　　ゴマブックス

初めての人のための資産運用ガイド
図版ハンディ版
内藤 忍／著　　ディスカヴァー・トゥエンティワン

漫画 君たちはどう生きるか
吉野 源三郎／著　羽賀翔一／イラスト　マガジンハウス

眠れないほどおもしろい「日本の仏さま」
並木 伸一郎／著　　三笠書房

ファミリーツリー
小川 糸／著　　ポプラ社
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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

マスカレード・ゲーム
東野 圭吾／著　　集英社　　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
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電子書籍紙の書籍

おすすめ 本本

NEWSNEWS長森

イベントイベント中央

長森図書室には、定番絵本コーナー
など、いくつものおすすめコーナー
がありますが、その中に表示がない
コーナーがあります。児童の棚の
一番上に表紙が見えるようにして並
んでいる本。実はこれ、司書が個人
的におすすめしたい本が置かれた名
もなきコーナーなのです。よろしけ
れば、ご覧になってみてくださいね。

新しく何かを始めたい、解決したい課題がある ... いろいろな理由で毎日、たくさん

の人が図書館で調べものをされています。調べもの相談カウンターには、郷土に関

する質問も多く寄せられ、司書がそのお手伝いをしています。

図書館では、岐阜の歴史や社会、行政、文学作品など、あらゆる分野の郷土にまつ

わる資料を、本だけでなく新聞や雑誌に至るまで幅広く収集しています。書棚に置

かれた資料は古いものから新しいものまで数多くの記録として蓄積され、岐阜の長

い歴史を物語っているようです。

「知りたい」に応えようと、郷土の棚の資料たちは今日もあなたと出会えることを

楽しみにしています。

あなたの

「知りたい」を支えます

わんこカート・きららと図書館司書による絵本の読み聞かせ

ぎふメディアコスモス 開館7周年記念イベント

作家と語ろうin 岐阜 ミステリの種はすぐ側に
― 小説家・米澤穂信さんを解き明かす ―

申込不要のイベント▽

日　時：2022年 7月16日（土） 14：00～ 16：00（13：30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： 米澤　穂信氏（小説家）
定　員：Zoom観覧：350名（先着順）
申　込：Zoom観覧：E-mail にて受付（7月 16日午前 11時まで）
　　　　（件名に「米澤穂信講演会Zoom観覧申込」、本文に氏名、電話番号を明記）

※会場観覧は、定員に達したため受付を終了しました。

夏休みだよ！わんこカートのおはなし会

日　時：2022年 7月18日（月・祝）
　　　　①13：00～ 13：30　②14：15～ 14：45
場　所：ぎふメディアコスモス1階　おどるスタジオ
定　員：各回親子10組（1組 2人まで）
申　込： 岐阜市立中央図書館 児童レファレンスカウンター・電話にてお申込みください。

まちライブラリー＠メディコス「推し本！ほん語り」
日　時：2022年 7月18日（月・祝）14：00～ 15：00
場　所：岐阜市立中央図書館　シビックプライドライブラリー
定　員：20名（先着順）
申　込： 岐阜市立中央図書館窓口・電話・Eメールにて受付
　　　　Eメールの場合は、件名に「推し本！ほん語り申込」、本文に
　　　　お名前（フリガナ）、電話番号を記載してお申し込みください。
その他：まちライブラリー@メディコスに置きたい本をお持ちください。

本 de子育てカフェ
「もったいないばあさんと考えよう、世界のこととSDGｓ」
日　時：2022年 7月30日（土）13：30～ 15：00
場　所：ぎふメディアコスモス1階　かんがえるスタジオ
講　師：真珠まりこ氏（絵本作家）
対　象：小学校中学年から中高生のお子さんとその保護者
　　　　ＳＤＧｓに興味のある方
定　員：45名（先着順）
申　込： 7月 1日（金）9：00～ 受付開始
　　　　岐阜市立中央図書館窓口・電話にてお申込みください。

7/16 sat

7/18 mon

１月に直木賞を受賞した岐阜県出身のミステリ作家、米澤穂信さんの講演

なぞ解きラリー きららとかくれんぼ！
おすすめ本のPOPを描いてみよう！

詳しくはチラシホームページで！

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）

な し

の郷 土

は

生産者のことを知ると、
より果物を食べたくなります。

ライチは紀元前 2000 年頃から栽培され、
珍味として楽しまれています。

健康ためにも食べておきたい果物です。


