
12 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

 　６日（水）１０：００～
 　　　　  　 １１：００～
　　　　　　 １３：００～

 ０歳～３歳向け
 クリスマスおはなし会

 ２０日（水）１０：３０～
                   １１：００～  ０歳～３歳向け

 　２日（土）１０：３０～  ３歳～６歳向け

 １７日（日）１１：００～
　　　　　　 １４：００～

 ３歳～６歳向け
 クリスマスおはなし会

 　９日（土）１４：００～  小学生向け

 ２３日（土）１１：００～
　　　　　　 １４：００～

 小学生向け
 クリスマスおはなし会

 １６日（土）１０：３０～
                   １１：００～

 わらべうた

　長良図書室 　 ９日（土）１０：３０～  ０歳～小学生向け

　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～  クリスマスおはなし会
 ０歳～３歳向け

 　１日（金）１１：００～  ０歳～３歳向け

 ２０日（水）１１：００～  ０歳～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
　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

 ２３日（土）１３：３０～
　　　　　　 　１５：００

 分館クリスマスおはなし会
 ０歳～小学生向け

休館日の
お知らせ

今年もあとちょっとで終わりますが、その前にクリス
マスがありますよね！ 図書館ではクリスマス本の展示
を児童のグローブでおこないます。今年のテーマは「ク
リスマスにプレゼントしたい本」。みんなの読みたい本、
読んでほしい本はあるかな？それ以外にも、児童コー
ナーでは、読書スペースの「ころん・ごろん」がクリ
スマスっぽく大変身！？どんな姿になっているのか、
図書館に来て確かめてね！

☆楽しいクリスマス☆

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/

年末年始の休館日にご注意ください。

…図書室休館日

…分館•図書室休館日

…全館休館日
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あったか～い “ スープ ”

きょうは、もえこのすきなポタージュスープ。
なかみはなんだろう？じっとみてもわかりません。
耳をすましてみると、「ウポポ、ウポポポポ」と
歌声が！
楽しく歌いながら、スープの中身がわかる素敵な
絵本です。

「ウポポウポポポ
ポタージュスープ」

越智 のりこ／作
みうら し～まる／絵　
すずき出版　　Eウ

「かわいいゴキブリの
おんなの子メイベルの

ぼうけん」
ケイティ・スペック／作

おびか ゆうこ／訳

大野 八生／画

福音館書店　　933スペ

メイベルはくいしんぼうなゴキブリのおんなの子。
人に見つかると大変なので、いつもは床の食べか
すを食べますが、スープを飲みたいと、テーブル
の上へ。
その時、人が戻ってきたので、思わずスープの中
にかくれてしまい…。

スープをスプーンで飲む時、手前から向こう側に
すくう？
それとも向こう側から手前にすくうのが正しい？
熱いからフーフーと息を吹くのは行儀が悪い？
食事の時の色々なマナーについてわかりやすく
書かれています。

「テーブルマナーの絵本」

高野　紀子／作
あすなろ書房
596タ

絵本や紙芝居の読み聞かせのほかパネルシアター、
ハンドベル演奏など盛りだくさんのおはなし会です。

「クリスマス★スぺシャルおはなし会　0～ 3歳向け」
日時：12月 6日（水）10時～10時 30分
　　　11時～11時 30分　13時～13時 30分　
定員：各回 80名（保護者を含む）　※各回同じプログラム

「クリスマス★スぺシャルおはなし会　3～ 6歳向け」
日時：12月 17日（日）
　　　11時～11時 40分　14時～14時 40分　　
定員：各回 80名（保護者を含む）　※各回同じプログラム

「クリスマス★スぺシャルおはなし会　小学生向け」
日時：１２月２３日（土・祝）
　　　11時～１1時４５分　14時～14時４５分
定員：各回 70名（保護者を含む）　※各回同じプログラム

 場所：ぎふメディアコスモス 1 階 かんがえるスタジオ
受付：当日受付（各回開演 15分前からかんがえる
　　スタジオ前で入場整理券を配布します。）

特別おはなし会
「クリスマス★スペシャルおはなし会」
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