


鵜飼や関ケ原など、岐阜
県に関する資料を集めて
紹介します。

どうぶつやのりものの本、岐阜県出身の絵本
作家など、テーマごとに子どもの本を紹介し
ています。

季節や話題のことがらをテーマとして、司書
がおすすめ本を紹介します。

10代の皆さんに図書館を
より身近に感じ、利用して
いただけるよう、中高生世
代向けの図書を集めた
コーナーを設置しています。

１F 閲覧室

司書のおすすめ本コーナー

１F 児童コーナー

子どものほんの展示

１F 閲覧室

ティーンズコーナー ２F 郷土・地図コーナー

郷土ミニ展示

ナクソス ミュージックライブラリー
ナクソスミュージックライブラリーは、クラシック音楽を中心とした音楽配信
サービスです。インターネットを通じて。無料で音楽を聴くことができます。

 1. 図書館の貸出証とパスワードを発行
 2. 図書館のホームページからMyライブラリにログイン
 3. ナクソスミュージックライブラリーのリンクをクリックし、聴きたい曲を再生
 
インターネットで貸出延長
１冊につき１回、貸出期間が延長できます。岐阜県図書館Web サイトの
「Myライブラリ」からご利用ください。（資料によっては、延長できない場合があります）
 
宅配サービス　［ 発送日 ］：平日（休館日を除く。前日正午までの申込分）
岐阜県図書館の本をご自宅にお届けします。Web サイトで資料検索の上、
Webサイト申込フォーム、または申込書にてFAX/郵送でお申し込みください。

 配送料はご負担ください。

2019 年度

［後 期］
2019 年 10月1日現在のものです。

便利なサービス

利用方法

注意事項

年末年始 (12月 28日 -1月 4日）
臨時休館 (図書総点検 12月 2日 -12月 17日ほか）

325 台（岐阜県美術館と共用。
地下 210 台、その他 115 台）

1月

2月

3月

３

26 ［土］ 地図展示「鳥瞰図・bird’ s eyes view の世界」
  （―12月 22日［日］）

岐阜県公共図書館協議会  共催

27 ［日］ スタンプラリー「ぎふの図書館をめぐろう・本を借りよう2019」 
  （―12月 27日［金］）

11月

 3 ［日・祝］ 朗読会関連ワークショップ
  「紺野美沙子名誉館長と朗読を楽しもう！！」

  紺野美沙子名誉館長朗読会
  「スーホの白い馬」～馬頭琴とともに～

  なつかシネマ上映会（8）

12 ［日］ 弁護士なんでも相談会（5）

16 ［日］ なつかシネマ上映会（11）

  8 ［日］ 弁護士なんでも相談会（6）

情報科学芸術大学院大学  共催

28 ［土］ 大人のためのブックトーク（6）

25 ［土］ 大人のためのブックトーク（5）
情報科学芸術大学院大学  共催

15 ［日］ なつかシネマ上映会（12）

未定 企画展「岐阜と薩摩の絆展Ⅲ」

岐阜県博物館  共催

18 ［土］ 博物館・図書館連携企画展
  「清流長良川―鮎を育む自然と文化―」
  （―3月 15日［日］）

岐阜県博物館  共催

  2 ［日］ 企画展「清流長良川―鮎を育む自然と文化―」
  関連講演会

岐阜県博物館  共催

  企画展「清流長良川―鮎を育む自然と文化―」
  関連ワークショップ

中津川市立図書館  共催

 4 ［月・振替休日］紺野美沙子名誉館長アウトリーチ事業 朗読会
  「スーホの白い馬」～馬頭琴とともに～
  会場：東美濃ふれあいセンター 歌舞伎ホール（中津川市）

  第 25 回児童生徒地図作品展（―11月10日［日］）

10月
古地図文化研究会  共催

 5 ［土］ 地図講座（2）
  「戦国武将の治水（2）～清正～」

［14:00-15:30］

ＮＨＫ文化センター岐阜  主催・岐阜県図書館  後援

 6 ［日］ 岐阜大学医学部整形外科医による講演会
  「肩の痛みの知識と対処法」

［14:00-15:00］

［10:00-10:50］

［14:30 開演］

［10:30-17:20］

12月
 2 ［月］ 図書総点検（―12月 17日［火］） 終日休館

岐阜大学教育学部  共催

  楽習会（6）

［14:00 開演］

21 ［土］ おすすめの 1 冊コンクール表彰式 ［13:30-15:30］

中学生以上

 6 ［水］ フランス・アルザス展（―12月 1日［日］）

16 ［土］ 外国文化を知る講座（5）
  フランス

郷土資料研究協議会  共催

  郷資研サロン
  「飛騨と尾張藩との境界争論」

  弁護士なんでも相談会（4） ［13:00-15:00］

小学 4～ 6年生10 ［日］ 教えて！海外のこと（5） ［10:45-11:45］

［10:30-12:00］

［13:30-15:20］

岐阜大学教育学部  共催

  楽習会（5）

情報科学芸術大学院大学  共催

30 ［土］ 大人のためのブックトーク（4）

［14:00-15:30］

古地図文化研究会  共催

17 ［日］ ふるさと岐阜 古地図散歩（3）
  中山道関ケ原

［10:00-15:00］

［14:00-15:15］

［13:00-15:00］

岐阜大学教育学部  共催

  楽習会（7） ［14:00-15:30］

［13:30-15:00］

［13:30-15:30］

［13:00-15:00］

［13:30-15:30］

［14:00-15:15］

19 ［日］ なつかシネマ上映会（10） ［13:30-15:30］

［14:00-15:15］

古地図文化研究会  共催

12 ［土］ 地図講座（3）
  「新旧地形図を踏まえて、伊勢平野から
  事象を拾う」

［14:00-15:30］

古地図文化研究会  共催

13 ［日］ ふるさと岐阜 古地図散歩（2）
  御鮨街道

［10:00-15:00］

文化財保護センター  共催

19 ［土］ 岐阜県発掘調査報告会 ［13:15-16:00］

中学生以上  外国文化を知る講座（4）
  中国 ［10:30-12:00］

園児～小学校低学年（親子）

小学生以上 20 歳未満

  パパと過ごす図書館（6）
  「木のおもちゃであそぼう」 ［11:00-12:00］

古地図文化研究会  共催

  地図講座（4）
  「木曽川中流域の水運」

［14:00-15:30］

岐阜大学教育学部  共催

  楽習会（4） ［14:00-15:30］

20 ［日］ なつかシネマ上映会（7） ［13:30-15:30］

9

27

22 ［日］ なつかシネマ上映会（9） ［13:30-15:30］

［14:00-15:30］

ことばあそびと
おはなし会

毎月第１土曜日
14：00 ー15：00

絵本や紙芝居の読み聞かせと
ことばあそびを楽しむ会です。

ストーリーテリング 11月16日[土]
11：00 ー11：30

語りだけのおはなし会です。
5歳くらいから楽しめます。


