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中央図書館の
展示グローブに

共読本棚が
登場しました！

休館日の
お知らせ
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編集後記：今月は、中央館と分館は 2 回休館します。
図書室はゴールデンウィーク明けに休館日が続きま
すので、ご注意ください。

岐阜市立図書館
中央図書館
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058-262-2924
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長良図書室
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共読とは？
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ね。
岐阜市立図書館 館長
吉成 信夫
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柴橋市長、吉成館長と子ども司書

たちによって除幕され本棚が現れ

ると、そこに広がっていた世界に、
お披露目を待っていた方々から
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小中学生が「みんな」と味わう

共読本棚とは？

本の読み方を楽しみました。

黒板や取り外し可能な棚、さら

自分のために、ではなく「誰か

にヒミツの引き出しもあり、車

のために」選んだ特別な 1 冊。

輪付きなのでどこへでも持って

そこに込めたそれぞれの想いを

いけちゃう、スペシャルな本棚

共読黒板とは？
中央図書館のＹＡエリアにある

「談話のへや」に設置されたこ

の黒板は、読書を通じて自分の
中に生まれた気持ちを分かち合
うためにできました。
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共読黒板にのせていきます。
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初めて本棚を見た、子ども司書の感想は…

本棚が三分割できるって新しい！
1 日こもっていられそう。

黒板に絵や
思いを描いて
誰かと共有しよう♪

本棚を分けることができてびっくり！
まるい感じがかわいい♪
岐阜市立図書館だより
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みなさん、この本棚の
名前を考えて、こちらの
ポストに入れてください。

募集は、５ 月 日まで
ご応募お待ちしています。

詳しくは、
チラシ・ホームページをご覧ください。
※

美しいインテリア
のようです。

それから、この共読本棚

展示グローブの中に不思
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おすすめ

こぎん刺しで作るミニピンクッションの
ワークショップ
こぎん刺しのモチーフを刺した小さな針山を作ります。図案とお好きな色の糸と
布を選べます。こぎん刺しの基本ですので初めての方も歓迎です。

午前 10 時〜11 時 30 分
午後 1 時 30 分〜 3 時
場

所：分館

定

員：各回 10 名（要申込・先着順）

講

※両日とも同じ時間

師：篠田 泰子さん（レ・アミ・デュ・ソレイユ）

申込み：5 月 4 日（土）より、分館の窓口または電話にて受付。

第 7 回「世界にひらく窓」
英米の新聞記事から話題のニュースを原文と日本語翻訳で紹介し、その背景を図
書館の蔵書と共に紹介します。今回は米国 CNN のニュース「ISIS、シリア最後
の要塞から敗退」です。

午前 10 時〜正午
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：30 名（要申込・先着順）

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）
ぎふ
ライブラリークラブ
ー G・L・C ー

6/29
（土）
中央

申込み：中央図書館の窓口または電話・Ｅメールにて受付。

申込みの際は、氏名・参加人数・代表者の連絡先をお伝えくだ

新緑の 5 月、ハーブのある暮らし

忙しい毎日の不調をケアするメディカル
ハーブティーのすすめ
エンハーブ／監修

イカロス出版

（499.8 イ）

忙しなく日々を送るお疲れ気味の方、ハーブティーで身も心も癒してみま
せんか。メディカルハーブティーと聞くと身構えてしまいそうになります
が、ご安心を。この本ではみなさんが手に入れやすく、飲みやすいハーブ
で気軽に自身をケアできるハーブティーを楽しめるブレンドがたくさん紹
介されています。

イライラ、 肩こりなどお悩み別。
巻末のハーブ事典もお役立ちです！

ドイツのナチュラルコスメ・ハーバルライフ
山口 久美子
（499.8 ヤ）

材料費：500 円

中央

本

ファッションライブラリー

持ち物：糸切りハサミ、ペットボトルのフタ１個

6/16
（日）
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Myriam Müller ／著

パイインターナショナル

香りを楽しんだり、食べたり飲んだりのイメージが強いハーブですが、化
粧水、ボディクリーム、リップクリームなどのコスメを自分でハーブを使っ
て作ることができます。初めてナチュラルコスメを手作りする人からもう
少しステップアップしたものを作りたい中級者の方まで幅広く活用できる
本です。

ドイツではハーブはとても身近なんですって！

【新着図書】

暮らしをたのしむハーブ手帳
ウェルドン オーウェン／著
高浜 真理子／監修
日本文芸社
（617.6 ウ）

堀口 容子／訳

ハーブを知るには基本から。ちゃんと知りたい方におすすめなのがこの本
です。ハーブそれぞれの薬効、利用方法、栽培など世界中のハーブの基本
情報、アイデアが 1 冊に凝縮されビジュアルも豊富で大変便利です。用
語集も収録されていますのでわからない言葉や専門用語が出てきても参照
しながら読むことができます。

これをきっかけにハーブのある暮らしを
はじめてみませんか？

さい。

地域よみきかせボランティア育成講座

そして、バトンは渡された

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
みたい方のための講座を開催します。

ノースライト

瀬尾 まいこ／著

子どものしあわせと読書〜ともに読むよろこび〜

横山 秀夫／著

午後 ２時〜 4 時
場

所：みんなの森 ぎふメディアコスモス

定

員：100 名（先着順）

講

１階

樹木 希林／著

申込み：5 月 29 日（水）午前９時より、中央図書館窓口または電話に
お伝えください。
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Q. 岐阜新聞の過去
の記事が見たい。

辻村 深月／著

中央図書館では、
当日の新聞

また、縮刷版（全国版のみ）

前日から過去１年分は下の引

和 41(1966) 年 4 月から昭

は閲覧台の上のホルダーに、
き出しに入っていて、
自由に閲
覧ができます。

岐阜新聞は永年保存してお

り、原紙版は昭和 33(1958)

は 1 階 本の蔵（公開）
に昭

和 46(1971) 年 1 月までが

あり、
自由に閲覧ができます。
ほかにも、
「 岐阜新聞データ
ベース」のサービスも行って

年 4 月から現在まで所蔵が

います。昭和 33 年以前の紙

1 年以上前の新聞を閲覧さ

でなく、印刷もできますので、

ンターへお尋ねください。

ください。

あります。

れる場合は、
レファレンスカウ

面がパソコンで見られるだけ

文藝春秋

傲慢と善良

て受付。申込みの際は、氏名・電話番号・お住まいの市町村を

分館 岐阜市橋本町 1-10-23
T E L ：058-268-1061

新潮社

一切なりゆき

かんがえるスタジオ

師：増田 喜昭さん（子どもの本専門店「メリーゴーランド」店主）

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

文藝春秋

メモの魔力

201９年 3 月 11 日〜
2019 年 4 月 10 日

展示

朝日新聞出版

前田 裕二／著

幻冬舎

F セオ

F ヨコ

778.2 キ

F ツジ

002.7 マ

PICK UP

「子ども司書がオススメしたい本」
中央図書館の展示グローブで、『子ども司書がだれか

を思って選んだ本』を展示しています。「ミステリー好

きの友人」や「動物好きの人」へ。「少しうざい男子」
の心がきれいになってほしいと『世界から猫が消えた
なら』をオススメしている子も！

ぜひ、子ども司書が手作りしたポップも見てください。

ぜひデータベース席もご活用

※欠号がある紙面もあります。

ホームページから
延長手続きができるようになりました
図書館のホームページから利用者のページにログインして、

［ご利用状況参照］の［貸出状況一覧］から 延長する を選択してください。
手続きの日から１５日間、返却期限を延長することができます。

※一度延長した資料、次の予約がある資料、返却予定日を過ぎた資料は延長できません。

長森図書室

NEWS

「児童図書コーナー」
児童図書コーナーの紙芝居棚の上に

は、手袋人形のぐりとぐら、折り紙

のピカチュウや、ちびまる子ちゃん、

カエルのあみぐるみや、色々な動物

のマスコットがお出迎えしていて、子

どもたちにとても人気があります。

子どもたちの本との出会いの場とし

てはもちろんのこと、楽しく温かい図
書室にしていきたいと思っています。

