
7 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　１０：００～  よみきかせタイム

 　 6日（水）１０：３０～
　　　　       １１：００～

 ０～３歳向け

   20日（水）１０：３０～
 　　　　      １１：００～

 ０～３歳向け

  　2日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

   17日（日）１０：３０～  ３歳～６歳向け

  　9日（土）１４：００～  小学生向け

   24日（日）１４：００～  小学生向け

   16日（土）１０：３０～  わらべうた

  23日（土）１１：００～  ０歳～４歳向け

  23日（土）１４：００～  ５歳～小学生向け

長良図書室 　 9日（土）１０：３０～

東部図書室 　 6日（水）１０：３０～  ０歳～４歳向け

　 2日（土）１０：３０～  ４歳～小学生向け

  15日（金）１０：３０～  ０歳～３歳向け

　 1日（金）１１：００～  ０～３歳向け

  20日（水）１１：００～  ０～３歳向け

　  9日（土）１1：００～  ４歳～小学生向け

  20日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

 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。
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休館日の
お知らせ

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/

児童のグローブにおばけや、妖怪など、こわ～い絵本が

大集合しています。また、世界各地の妖怪地図も展示して

いますので、見てください。好きな妖怪が見つかるかもし

れません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　グローブの飾りも

　　　　　　　　　　　　　　　　　見上げて見てね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

司書のおすすめの本と

 POPに注目！ !

児童のグローブに

こわ～い絵本登場

2016年
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氷の本

「氷の島とねこ」　
張　佐和子 /作　　タリーズコーヒージャパン

HTEコ

ひろいひろい海にひとりぼっちで浮かぶ氷の島。そこに一

匹のねこがやってきました。氷の島はねこを喜ばせようと

様々なところへ旅します。しかし、寒さでねこが動けなく

なって…。やさしいタッチで描かれた友情のお話です。

「こおり」
前野 紀一／文　　斉藤 俊行／絵　　福音館書店　　
451マ

氷をじっくり見てください。どんな模様をしていますか？

氷になると空気がいろいろなかたちになってすがたをあら

わします。なぜ、目にみえない空気があらわれるのか、氷

の性質、透明な氷をつくる方法などがのっています。

「100の知識　北極と南極」
スティーブ・パーカー /著　　
渡辺　政隆／日本語版監修　　文研出版　　402パ
　
日本からとても遠くにある北極と南極のこと、どれだけ知っ

ていますか？この本はその地方のいきもの、人びとの暮ら

しなどをイラストや写真で分かりやすく紹介しています。

北極と南極のすべてがわかる本です。

こわ～いおはなし会

夏の夜に怖いおはなし会はいかがですか？暗い空間の中

でいつもと違ったお話に出会えます。ひとりでお話が聞

ける子どもたち、待っています！

日　時：平成 28年 7月 18日（月・祝）

　　　　午後７時～午後８時

場　所：岐阜市立中央図書館　おはなしのへや

対　象：小学生（ひとりでお話が聞ける子）

定　員：30名（事前申し込み・先着順）

申込み：７月９日（土）午前 9時より

　　　　岐阜市立中央図書館　児童レファレンスカウン　

　　　　ターまたは電話にて受付

その他：時間が遅いため、必ず保護者の方の送り迎えをお

　　　　願いします。団体でのお申込みはできません。

問合せ：岐阜市立中央図書館　電話 058-262-2924
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