
8 月の
おはなし会

…図書室休館日

…全館休館日

休館日の
お知らせ

夏も本番ですね！みんなは夏休みを元気にすごしていますか？

中央図書館では、児童グローブのディスプレイが新しくなり、
海をテーマにした飾りに変わりました。
魚や海の生き物たちでいっぱいで、みんな楽しく泳いでます！
この中で本を読んでいると、まるで海の中にいるみたい……。

いっしょに司書のおすすめする
「うみの本」も紹介していますよ。
夏休みは、ぜひ図書館にあそび
に来てくださいね♪

うみの本コーナーができたよ！
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 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

　2日（水）１０：３０～
　　　　  　１１：００～  ０歳～３歳向け

 16日（水）１０：３０～
                 １１：００～  ０歳～３歳向け

　5日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 20日（日）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 12日（土）１４：００～  小学生向け

 27日（日）１４：００～  小学生向け

 19日（土）１０：３０～  わらべうた

 26日（土）１１：００～  ０歳～４歳向け

 26日（土）１４：００～  ５歳～小学生向け

　長良図書室  12日（土）１０：３０～  対象年齢なし

　東部図書室    2日（水）１０：３０～  ０歳～４歳向け

   5日（土）１０：３０～  ４歳～小学生向け

 18日（金）１０：３０～  ０歳～３歳向け

   4日（金）１１：００～  ０歳～３歳向け

 16日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

   6日（日）１３：００～
 サイエンスおはなし会
 テーマ「音」 小学生向け

 12日（土）１１：００～  ４歳～小学生向け

 16日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

　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

　柳津図書室

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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星の本

「星のふる森」
渡 洋子／文　　かすや　昌宏／絵　　
あすなろ書房　　Ｅホ
　

広い原っぱのむこうに、星がふるという森がありました。

ある日、子リスがくすりを買いに行くと、森中星がふって

くると大さわぎに・・・。

あたたかなイラストで描かれた、読むとやさしい気持ちに

なれる絵本です。

「よむプラネタリウム夏の星空案内」
野崎 洋子／文　　中西 昭雄／写真

アリス館　　443ノ

入道雲や夏の大三角などの夏に見られる空のようすがきれ

いな写真とともに紹介された本です。

夏に見られる星座は、どのようにしてできたのか、星雲と

はどのようなものなのかがわかりやすく書かれていますよ。

「宮沢賢治童話集（３）　銀河鉄道の夜」
宮沢 賢治／作　　広瀬 雅彦／絵　　
講談社　　Fミヤ
　

ジョバンニが列車に乗ると、そこにはカムパネルラや、様々

な人たちがいました。列車は北十字を出発し、ジョバンニ

たちは南十字をめざします。南十字とは、いったいどんな

ところなのでしょうか。列車の中で出会っては別れていく

人たちは、どこへ向かっているのでしょうか。友達とは、

生きることとは、大切なことを教えてくれる物語です。

絵本も紙芝居も人形も使わないストーリー・テリング（語り）
によるおはなし会です。
日本の昔話や世界の昔話をお楽しみください。

日時：2017年 8月 11日（金・祝）
１回目　午前 1０時～午前１０時３０分
２回目　午前 1１時～午前１１時４０分
（各回　プログラムが違います）
場所：中央図書館　おはなしのへや

対象：１回目　40名　小学校１～３年生（保護者可）
         ２回目　30名　小学生４～６年生（子どものみ）
申込み：各回開演 30分前から中央図書館おはなしのへや
　　　　の前で入場整理券を配布します。
問合せ：岐阜市立中央図書館　　岐阜市司町４０番地５
児童図書係　電話／ 058-262-2924

岐阜おはなしの森のみなさんによる

小学生のための
ストーリー・テリングおはなし会
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