たなばたのはじまり
今のたなばたは、日本と中国の古い行事や伝説が、結びついてできたもの
です。日本には「たなばたつめ」という女の人が、神様のために美しい布をお
り、悪いことが起こらないように願う行事がありました。
中国には、おりひめとひこぼしが七月七日に天の川をわたって会うという話
があります。また「さいほうが、うまくなりますように」と星にいのる行事もあ
りました。これらが日本に伝わって、「たなばたつめ」の行事と合わさり、七月
七日を、たなばたとよぶようになりました。
やがて、かざりにいろいろな願いをこめてささ竹にかざるようになりました。
そして、たなばたが終わると、このかざりを川や海に流していました。
悪いこともいっしょに流れて、願ごとがかなうと信じられていたのです。
みなさんも、たなばたの日に、何か願いごとをしてみませんか。
参照：『１２か月の行事のえほん うたう・たべる!あそぶ! 』新谷 尚紀・井桁 容子∥監修 講談社∥編 講談社 2015

『夏休みにこの１冊』
図書館スタッフおすすめの本！!
長い夏休みに、ぜひ読んでみてね💛

『夏休みの宿題に役立つ本』
自由研究や読書感想文の本を借りて
夏休みの宿題を早めに終わらせよう

『うんち』
『 うんこ! 」
サトシン∥文 西村 敏雄∥絵 文渓堂/2010年

犬が道端にうんこをした。近寄ってくる動物は
みんなうんこの臭いをかぐと「くっさーい!」と逃
げていく。くやしくなったうんこは…。「うんこ」
のダジャレも使ったユーモラスな絵本。
〒770-0834
徳島市元町１丁目２４番地アミコビル内
徳島市立図書館
TEL：088-654-4421（本館）
＜開館時間＞9：00～21：00
＜休館日＞毎月第１火曜日、１月１日、 長期図書整理期間

6/1（土） ～ 8/31（土）までの

課題図書ご利用について
★貸出はおひとり一冊までです。
★貸出期間の延長、課題図書の予約は
承っておりません。予めご了承ください。
なるべく多くの方に利用していただきた
いと思いますので、ご理解とご協力をお
願いいたします。
スタッフのおすすめ本(過去の課題図書)
なども展示しておりますので、ぜひそち
らのコーナーもご利用ください！
図書館ホームページ
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/toshokan/
携帯用
https://www2.city.tokushima.lg.jp/opac/wopc/pc/mSrv
Ｔｗｉｔｔｅｒ
https://twitter.com/Tokushima_Lib

2019年 7月
日曜日

徳島市立図書館 こどもしつ

月曜日
1

火曜日
2

１０：３０～１１：００
おはなし会「なつ」
＋おりがみ

休館日

１４：００～１４：３０
おはなし会「なつ」
＋おりがみ

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

3

4

5

6

１０：３０～１１：００
おはなし会「うんどう」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「むし」
＋こうさく

１０：３０～１１：００
おはなし会「てんき」
＋からだあそび

１０：３０～１１：００
ニコニコ(^-^)紙芝居～たなば
たのかみしばい〜（★）
【ニコカミ！】

１４：００～１４：３０
おはなし会「うんどう」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「むし」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「てんき」
＋からだあそび

➀１４：００～１５：００

日時：７月７日（日）
１０：３０～１１：３０
内容：顕微鏡を使って小さな世界をのぞい
てみよう！いきものクイズもあるよ。
虫についての疑問に“虫博士”が
お答えします！
講師：徳島文理大学薬学部准教授
畠山 大さん
対象：どなたでも
定員：３５名
場所：５階 おはなしのへや
持ち物：①虫について質問がある場合は
６月３０日（日）までに教えて
ください。※質問用紙はこども室
カウンターにあります。
②顕微鏡で見たいものがあれば
７月７日（日）に持ってきてくだ
さい。葉っぱ・お菓子などお一人
様一つまで何でもＯＫです。
場所：５階 おはなしのへや

10

11

12

13

②10：3０～１1：３０

１０：３０～１１：００
おはなし会「ねこ」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「はな」
＋わらべうた

③１０：３０～１１：３０
ストーリーテリング勉強会
【とくしまお話を語る会】

１０：３０～１１：００
おはなし会「さかな」
＋からだあそび

１０：３０～１１：００
ふくわじゅつ
【やまもも腹話術同好会】

１４：００～１４：３０
おもしろいおはなし会
【住友美代子と朗読サロンさ
ざなみ】

１４：００～１４：３０
おはなし会「ねこ」
＋おりがみ

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「はな」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「おでかけ」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「さかな」
＋からだあそび

１４：００～１４：３０
えほんのよみきかせ（★）
【とくしまお話を語る会】

14

15

１０：３０～１１：００
おはなし会「うみ」

④10：3０～１２：００

１４：００～１４：５０
こどもえいが会
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険
withコズミックフロント☆
NEXT 火星の段◆宇宙の始
まりの段 」

１４：００～１４：３０
おはなし会「からだ」
＋おりがみ

21

22

23

24

25

26

27

⑤１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：００
おはなし会「おかし」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「のりもの」
＋わらべうた

⑥１０：３０～１１：３０

１０：３０～１１：００
おはなし会「くだもの」
＋からだあそび

１０：３０～１１：００
読書のアニマシオン

１４：００～１４：３０
おはなし会「おかし」
＋おりがみ

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「のりもの」
＋わらべうた

⑦１３：３０～１４：００

１４：００～１４：３０
おはなし会「くだもの」
＋からだあそび

１４：００～１４：３０
おんぶとだっこのふれあいあ
そび（♥）
【とくしまお話を語る会】

ＹＡ図書館隊によるおはなし
会と館長のマジックショー
（申し込み不要）
１４：００～１４：３０
このゆびとまれお話会
【このゆびとまれ】

日時：７月１５日（月・祝）
１０：３０～１２：００
内容：身近な道具をつかって指紋を採取
してみよう！楽しみながら実験を
行えます。
※汚れても良い服装でご参加くだ
さい。
対象：小学３～６年生
定員：１５名
場所：５階 おはなしのへや

②

9

集まれ探偵団！～指紋採取
で謎を解け～（要申し込
み）

日時：７月６日（土）
１４：００～１５：００
内容：たなばたにまつわるお話をします。
簡単な工作で楽しく遊びましょう！
講師：とくしまお話を語る会
対象：４歳～小学２年生と保護者
定員：２０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

たなばたのおはなし会（要申
し込み）
【とくしまお話を語る会】

8

海の日

④

たなばたのおはなし会
（要申し込み）

7
虫博士 いきものだいすき！
ちびっこあつまれ～！！【要
申し込み】

①

16

17

18

19

20

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「ごはん」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
あかちゃんといっしょ♪
（♥）
【お話クラブ・カーネー
ション】

１０：３０～１１：００
おはなし会「いぬ」
＋からだあそび

１０：３０～１１：００
笑顔がひろがる♪アニマシオ
ン
【副館長 ひろさわ】

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「ごはん」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
あかちゃんといっしょ♪
（♥）
【お話クラブ・カーネー
ション】

１４：００～１４：３０
おはなし会「いぬ」
＋からだあそび

１４：００～１４：３０
おはなしとてあそび（★）
【とくしまお話を語る会】

虫博士 いきものだいすき！
ちびっこあつまれ～！！
（要申し込み）

三谷広さんによる手作り紙
芝居の読み聞かせ
（申し込み不要）

⑤

ＹＡ図書館隊によるおはなし会
と館長のマジックショー
（申し込み不要）

日時：７月２１日（日）
１０：３０～１１：００
内容：ＹＡ図書館隊（中高生のお兄さんと
お姉さん）によるおはなし会です。
対象：どなたでも
場所：５階 おはなしのへや

⑥

徳島大学留学生によるお話会
（申し込み不要）

日時：７月２５日（木）
１０：３０～１１：３０
内容：徳島大学の留学生が絵本の読み
聞かせを行います。いろいろな
国のお話も聞けるかも？！
対象：どなたでも
定員：４０名
場所：５階 おはなしのへや

⑦
③

徳島大学留学生によるお話
会（申し込み不要）

集まれ探偵団！～指紋採取で
謎を解け～（要申し込み）

ストーリーテリング勉強会
（申し込み不要）

日時：７月１１日（木）
１０：３０～１１：３０
内容：昔話などの物語を子どもたちに語る
技術を実演を通して学びましょう。
講師：とくしまお話を語る会
対象：ストーリーテリング(語り)に興味・
関心がある方
定員：４０名
場所：５階 おはなしのへや

⑧１８：３０～１９：３０
真夏の肝だめしおはなし会
（要申し込み）【とくしま
お話を語る会】

三谷広さんによる手作り
紙芝居の読み聞かせ
（申し込み不要）

日時：７月２５日（木）
１３：３０～１４：００
内容：県障がい者マイスター三谷広さんに
よる、手作り紙芝居の読み聞かせを
行います。「チビ恐竜のパパさが
し」「アワコップ 町のロボット
おまわりさん事件」「アワコップ
れもんタウンにほえろ！事件」の
豪華３本立て！！
対象：３歳以上
定員：４０名
場所：５階 おはなしのへや

⑧

28

29

30

31

１０：３０～１１：００
おはなし会「おんがく」

１０：３０～１１：００
おはなし会「くま」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「やさい」
＋わらべうた

１４：００～１５：００
子ども司書④調べもの体験
（お申し込みは終了しまし
た）

１４：００～１４：３０
おはなし会「くま」
＋おりがみ

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会
（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「やさい」
＋わらべうた

真夏の肝だめしおはなし会
（要申し込み）

●（要申し込み）のイベントはお申し込みが必要です。
●イベントのお問い合わせ・お申し込みは、図書館
カウンターまたはお電話で受付しています。
●会場の記載のないイベントは、徳島市立図書館５階
おはなしのへやで行います。
●マークがないおはなし会は、０歳以上向けです。
特に（♥）は赤ちゃん向け、（★）は３歳以上向けの
おはなし会です。

●おはなしかいシールラリー3倍ポイントデー
期間：7月２0日（土）～8月31日（土）
対象：0歳～小学生
おはなし会やこどもしつで開催されるイベントに
参加して図書館オリジナル限定エコバックを手に
入れよう。
3倍ポイントデーは、シールが3枚もらえるよ！
ぜひおはなし会やイベントにご参加ください♪

日時：７月２６日（金）
１８：３０～１９：３０
内容：夏の夜にこわいお話を楽しみまし
ょう。こわいお話で涼しくなった
後は、がいこつの切り抜きを使っ
て楽しく遊びましょう！
講師：とくしまお話を語る会
対象：４歳～小学生と保護者
定員：２０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

