
11 月の
おはなし会

 土・日・祝日　１４：００～  わんこカートきららの
 おはなし会

 平日　１０：３０～
 時間が変更になりました。  よみきかせタイム

　1日（水）１０：３０～
　　　　  　１１：００～  ０歳～３歳向け

 15日（水）１０：３０～
                 １１：００～  ０歳～３歳向け

　4日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 19日（日）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 11日（土）１４：００～  小学生向け

 26日（日）１４：００～  小学生向け

 18日（土）１０：３０～
                 １１：００～

 わらべうた

 25日（土）１１：００～  ０歳～４歳向け

 25日（土）１４：００～  ５歳～小学生向け

　長良図書室  11日（土）１０：３０～  ０歳～小学生向け

　東部図書室    1日（水）１０：３０～  ０歳～４歳向け

   4日（土）１０：３０～  ４歳～小学生向け

 17日（金）１０：３０～  ０歳～３歳向け

   3日（金）１１：００～  ０歳～３歳向け

 15日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

 11日（土）１１：００～  ４歳～小学生向け

 15日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け
　柳津図書室

　中央図書館

分館

 下記の定例のおはなし会がある時は、
「わんこカートきららのおはなし会」
「よみきかせタイム」はおやすみです。

　長森図書室

　西部図書室

休館日の
お知らせ

緑色のじゅうたんに
木のオブジェがある
「親子のグローブ」
では、毎日たくさん
の赤ちゃんたちがお
母さんやお父さんた
ちとすごします。

 3 歳より大きいみなさんは、小さな赤ちゃんが安心し
　　　　　　　　　　　　　　　　て “ごろん” や
　　　　　　　　　　　　　　　　“はいはい” ができ
　　　　　　　　　　　　　　　　るように、ひろば
　　　　　　　　　　　　　　　　をゆずってあげて
　　　　　　　　　　　　　　　　くださいね♪

親子のグローブは
0歳～ 2歳までの
赤ちゃんのひろばです

中央図書館　　9:00 ー 20:00　　司町 40-5　　　　262-2924
分館　　　　　9:00 ー 21:00　　橋本町 1-10-23　  268-1061
長良図書室　　9:30 ー 17:00　　万代町 2-5-1　　　233-8170
東部図書室　　9:30 ー 17:00　　芥見 4-80　　　 　241-2727
西部図書室　　9:30 ー 17:00　　下鵜飼 1-105　  　234-1633
長森図書室　　9:30 ー 17:00　　前一色 1-2-1　　　240-2702
柳津図書室　　9:30 ー 17:00　　柳津町宮東1-1　　388-2026
　

岐阜市立図書館
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長良図書室は
蔵書点検のための
休みがあります。

…図書室休館日

…全館休館日



画  家

パリにすむジョゼットは、なかよしのうさぎの
ぬいぐるみ ペペットの えをかいてもらうため
に、えかきさんをさがしに モンマルトルのひろ
ばへでかけます。
ペペットをいちばんかわいく かいてくれるのは
だれ？

「ペペットのえかきさん」

リンダ・ラヴィン・ロディング／文
クレア・フレッチャー／絵
なかがわ　ちひろ／訳　
絵本塾出版　　Eペ

「カンヴァスの向こう側」

フィン・セッテホルム／著

枇谷　玲子／訳

 評論社　　949セ

リディアは絵を描くのが大好きな 12歳の女の子。
美術館で絵にふれてしまったリディアは、レンブ
ラントのいる 1658年のオランダにタイムスリッ
プしてしまい･･･。
実在した画家たちの姿をもとにしたファンタジー。

原始時代の洞窟壁画から現代の抽象絵画まで、
世界中のさまざまな美術作品を紹介します。
どこをどう見たらよいのか、描いた画家はど
んな人なのか、わかりやすく説明しているの
で、ながめるだけでも楽しい本です。

「子どものための美術史　
世界の偉大な絵画と彫刻」

アレグザンダー／文
ハミルトン／絵

千足 伸行／監訳　　
野沢 佳織／訳

西村書店　　702ア

「パレードのかめんをつくろう！」
型紙に好きな飾りを貼り付けたり、絵を描いて自分だ
けのかめんを作ります。ハートのめがねやライダーマ
スクもあるよ！ つくったかめんをつけて 5日（日）の
仮装パレードにも参加できるよ！
日　時：11月 4日（土）13時から 14時
　　　　11月 5日（日）13時から 14時 
場　所：おはなしのへや 　　
対　象：4歳から小学生（3歳以下は保護者同伴）

「仮装パレード」
好きな仮装やえほんの登場人物になりきって、わんこ
カートきららと一緒にメディアコスモスを行進しよ
う！今年はスタンプラリーがあるよ！
日　時：11月 5日（日） 14 時 30分から
集合場所：親子のグローブ 
対　象：子ども（保護者も可）

問合せ：岐阜市立中央図書館　児童図書係　
　　　電話／ 058-262-2924

えほんフェスティバル　
～えほんといっしょにぼうけんしよう！～
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司書のおすすめ本！
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