
10 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

　4日（水）１０：３０～
　　　　  　１１：００～  ０歳～３歳向け

 18日（水）１０：３０～
                 １１：００～  ０歳～３歳向け

　7日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 15日（日）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 14日（土）１４：００～  小学生向け

 22日（日）１４：００～  小学生向け

 21日（土）１０：３０～
                 １１：００～

 わらべうた

 28日（土）１１：００～  ０歳～４歳向け

 28日（土）１４：００～  ５歳～小学生向け

　長良図書室  14日（土）１０：３０～  ０歳～小学生向け

　東部図書室    4日（水）１０：３０～  ０歳～４歳向け

   7日（土）１０：３０～  ４歳～小学生向け

 20日（金）１０：３０～  ０歳～３歳向け

   6日（金）１１：００～  ０歳～３歳向け

 18日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

 14日（土）１１：００～  ４歳～小学生向け

 18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

中央図書館の児童のグローブで、岐阜市出身の絵本作家
わかやま けんさんの追悼展示を行っています。
みんなに愛された「こぐまちゃんの絵本シリーズ」！！
中でも、「こぐまちゃんのほっとけーき」の絵本は、昔と
今では絵が違うんですよ。違いをわかりやすく展示して
いますので、ぜひ見に来てくださいね ♫

［10月 10日（火）まで展示］

10月 12日（木）からは「パレードの絵本」にかわります。
中央図書館の絵本フェスティバルの 11月 5日（日）には、
好きな仮装をして参加できるパレードがありますよ ♫
みなさん、遊びに来てね！

絵本作家  わかやま けんさんの展示

パレードの絵本展示

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

http://www.g-mediacosmos.jp/lib/
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分館・柳津図書室
西部図書室・長森図書室は
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
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秋の味覚 “やきいも”

れいちゃんと大げんかした後、落ち葉の上に寝ころんで、
小さかったころのことを考えた。
家に帰ると、おじいちゃんが落ち葉で焼きいもをしていた。
なぜか、そばにはれいちゃんがいる…。
ほくほくの焼きいもが心をほぐしてくれます。

「やきいもの日」
村上　康成／作・絵
徳間書店　　Ｅヤ

　

「おいもができた」

馬場　隆／監修

ひさかたチャイルド

６１６オ

秋はおいものおいしい季節。さつまいもってどう
やって出来るのかな？春に植えたさつまいもの芽
が、大きなさつまいもに育つまでを、カラー写真
でわかりやすく紹介しています。
おいも掘りの後は、焼きいもしよう！！

ヤマモトさんとおくさんが掘った大きなおいもは、
世界で一番大きなおいも。大きなおいもは、「世界で
一番大きな人に食べてもらうのだ」と言って、旅に
出ます。
さて、そのおいもの望みはかなったのでしょうか？

「せかいでいちばん
大きなおいも」
二宮　由紀子／作
村田　エミコ／絵
佼成出版社　　Fニノ

「ぬいぐるみのおとまり会（なかよしおはなし会）」

ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加しませんか？
おはなし会が終わった後、ぬいぐるみたちは図書館にお泊まりを
します。ぬいぐるみたちは図書館でどんな夜を過ごすのでしょう
か？その様子をこっそり撮って、写真をプレゼントします！

日　時：11月 3日（金・祝）16時 30分～ 17時 00分
場　所：おはなしのへや（親子入場可）
申込み：10月 14日（土）9時より児童レファレンスカウンター
　　　　へ直接お申込み。キャンセル待ちなし。
　　　　（電話、ＦＡＸ、Ｅ-mail では受付をしていません）
対　象：4歳～小学生まで　
定　員：15人（事前申込・先着順）
ぬいぐるみの引き渡し：11月 4日（土）から 10日（金）まで
条　件：おはなし会に参加できること・ぬいぐるみと離れても大
　　　　丈夫なこと・11月 10日（金）までにぬいぐるみを取り
　　　  に来ることができること （保護者でも可）・ぬいぐるみ
　　  は一人一つまで

11 月 3日（金・祝）～5日（日）まで
「えほんフェスティバル」を開催します。
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司書のおすすめ本！
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