
2 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

 21日（水）１０：３０～
                 １１：００～  ０歳～３歳向け

　3日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 18日（日）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 10日（土）１４：００～  小学生向け

 25日（日）１４：００～  小学生向け

 17日（土）１０：３０～
                 １１：００～  わらべうた

 24日（土）１１：００～  ０歳～４歳向け

 24日（土）１４：００～  ５歳～小学生向け

　長良図書室  10日（土）１０：３０～ ０歳～小学生向け

　東部図書室    7日（水）１０：３０～  ０歳～４歳向け

   3日（土）１０：３０～  ４歳～小学生向け

 16日（金）１０：３０～  ０歳～３歳向け

   2日（金）１１：００～  ０歳～３歳向け

 21日（水）１１：００～  ０歳～３歳向け

 10日（土）１１：００～  ４歳～小学生向け

 21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

…図書室休館日

…全館休館日

休館日の
お知らせ

岐阜ゾンタクラブのみなさんから、大人気の本「サバ
イバルシリーズ」を 74冊いただきました！！
この本は、中央図書館の児童のエリアにある「児童新
刊コーナー」のとなり「岐阜ゾンタクラブ寄贈コーナー」
に置いてあります。
ぜひ手に取って読んでみてください。

読みたい本が、貸出中の時は予約ができますよ。

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/

大人気の本
「サバイバルシリーズ」を
いただきました！！

本の点検のため休館日があります。
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東部図書室 休館

中央図書館 蔵書点検のため休館
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チョコレート

ジェニーは４歳の女の子。おとうとのクリストファー
は、明日が３歳の誕生日です。ジェニーは誕生日プレ
ゼントに こねこのチョコレートを買います。でもその
晩ジェニーはチョコレートが気になって眠れません。
「ひとつくらい　たべたってクリストファーは気にし
ないとおもうな」とチョコレートを食べてしまいます。
さて、プレゼントはちゃんと渡せたのでしょうか？

「こねこのチョコレート」

Ｂ．Ｋ．ウィルソン／作
小林 いづみ／訳
大社 玲子／絵
こぐま社　　Eコ

「チョコレートの大研究」

日本チョコレート・
　ココア協会／監修

ＰＨＰ研究所　　596チ

チョコレートは、世界中で食べられているお菓子
です。この本はチョコレートの歴史や作り方など
をいろいろ紹介しています。
チョコレートはどうしてこんなにも人気があるの
でしょう？みんなが大好きなチョコレートの秘密
を探ってみませんか？

みんなから悪い魔法使いだと思われていた魔法使い
は、一人ぼっちで木を育てながら自分にはチョコレー
ト・ケーキを、木には養分で作ったケーキを用意し
て毎日お茶会をしていました。何年もたったある日、
この魔法使いの家に子どもたちがやってきます。さ
あどんなことがおきるのでしょうか？この本には、
ほかに７つのお話と 2つの詩がおさめられています。

「魔法使いの
チョコレート・ケーキ」
マーガレット・マーヒー／作　

石井　桃子／訳

　福音館書店　933マヒ

子どもや孫にどんな絵本を読んだらいいの？
どんな絵本を選んだらいいの？
家庭での読み聞かせについての講座を開催します。
お子さんと一緒に参加できます。（２回連続講座）

第 1回：平成 30年 3月 2日（金）10時～ 11時
「本の選び方、読み聞かせの方法」（初心者向け）
第2回：平成30年3月9日（金）10時～11時30分
「読み聞かせをしてみよう」（実践）
講　師：杉山 喜美恵さん
　　　　（東海学院大学短期大学部　教授）　
場　所：みんなの森　ぎふメディアコスモス
第１回：１階　おどるスタジオ
第２回：２階　おはなしのへや・親子のグローブ
定　員：お子さんとその保護者　15組（先着順）
受講料： 無料
申込み： 平成 30年 2月 19日（月）午前 9時より
中央図書館窓口または電話にてお申込み

「読み聞かせ教室」
参加者募集
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