とくしま

なつ

徳島の夏は
あ

わ

阿波おどり
あわ

まめ

『阿波おどり』についてちょこっと豆ちしき…
あわ

ねんまえ

げんざい

とくしまけん

とくしまじょう かんせい

およそ440年前の「阿波」(現在の徳島県)で、徳島城が完成した
いわ

まち

せつ

ひとびと

お祝いに、町の人々がおどったのがはじまりという説など
せつ

いろいろな説があります。

参照：『探Q!日本のひみつ 日本のまつり 』青山 邦彦∥絵 帝国書院 2010年

『なつ』
夏に関するおすすめの本を集めたよ。
海やおばけの本がいっぱい！！

『やっとさー』
篠原 良隆∥作 愛育社/2011年

踊るあほうに、見るあほう。同じあほ
なら、踊らにゃそんそん! 現役の踊り
手の体験を参考に、東京高円寺阿波
踊りの様子を描いた楽しい絵本。
大パノラマページ付き。
〒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

只今、こどもしつで、おはなしかい
シールラリー開催中!!!
おはなしかいに参加して、徳島市立
図書館オリジナルエコバッグをもらおう！
7月20日（土）～8月31日（土）は

シールが

３倍

もらえるよ♪

★対象：０歳～小学生
★対象イベント：こどもしつで行われる
すべてのイベント
（中学生以上対象のものは除く）
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 8月

徳島市立図書館 こどもしつ

日曜日

月曜日

●（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。

火曜日

水曜日

●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♪

木曜日

金曜日

土曜日

1

2

3

１０：３０～１１：００
おはなし会「おそうじ」
＋こうさく

②１０：３０～１１：３０
なつやすみ上映会
「おしりたんてい① ププッとかい
けつ!おしりたんていとうじょう!」

③１０：３０～１１：３０
夏のわらべうた講座（要申し込み）
【とくしまわらべうたあそびの会】

①１３：３０～１４：００
１４：００～１４：３０
三谷広さんによる手作り紙芝居の おはなし会「たべもの」
読み聞かせ
＋からだあそび

１４：００～１４：３０
おはなしとえほん（★）
【とくしまお話を語る会】

7

8

9

10

④１０：００～１１：３０
１０：３０～１１：００
夏のＹＡ講座 図書館スタッフに おはなし会「はな」
なろう！
＋おりがみ
（要申し込み）

１０：３０～１１：００
おはなし会「くだもの」
＋わらべうた

⑥１０：３０～１１：３０
ストーリーテリング勉強会
【とくしまお話を語る会】

②１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：００
なつやすみ上映会
おはなし会「いぬ」
「おしりたんてい② ププッふめ
つのせっとうだん」

１４：００～１４：３０
１４：００～１４：３０
おもしろいおはなし会
おはなし会「はな」
【住友美代子と朗読サロンさざな ＋おりがみ
み】

⑤１４：００～１４：３０
ＹＡ図書館隊によるおはなし会

１４：００～１４：３０
おはなし会「たこ」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「うんどう」
＋からだあそび

⑦１４：００～１５：００
映画上映会「ちいさな英雄
ーカニとタマゴと透明人間ー」

13

14

15

16

17

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「みず」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「おどり」
＋こうさく

②１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：００
なつやすみ上映会
笑顔がひろがる♪アニマシオン
「おしりたんてい③ ププッブラ 【副館長 ひろさわ】
ウンものがたり」

4

5

11

山の日

12

6

振替休日

⑧１０：３０～１２：００
１０：３０～１１：００
読書感想文を楽しく書こう低学年 おはなし会「うた」
向け（要申し込み）
＋おりがみ

休館日

⑧１３：３０～１５：００
１４：００～１５：４０
１４：００～１４：２０
読書感想文を楽しく書こう中・高 こどもえいが会
赤ちゃんプチおはなし会（♥）
学年向け（要申し込み）
「アイスエイジ３ ティラノのお
としもの 特別編」

１４：００～１４：３０
おはなし会「みず」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「おどり」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「おばけ」
＋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】

18

20

21

22

23

24

④１０：００～１１：３０
１０：３０～１１：００
夏のＹＡ講座 図書館スタッフに おはなし会「のりもの」
なろう！
＋おりがみ
（要申し込み）

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「むし」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「おてんき」
＋こうさく

②１０：３０～１１：５０
１０：３０～１１：００
なつやすみ上映会
読書のアニマシオン
「おしりたんてい④ ププッかい
とうたいたんてい」

１４：００～１６：００
１４：００～１４：３０
子ども司書⑤絵本の読み聞かせ体 おはなし会「のりもの」
験
＋おりがみ
【このゆびとまれ】
（お申し込みは終了しました）

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

⑨１４：００～１６：００
リスクと未来を考える授業
（要申し込み）

１４：００～１４：３０
おはなし会「おてんき」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「かぞく」
＋からだあそび

25

19

⑩１８：３０～２０：３０
調べ学習イベント
「見上げてみよう！夏の夜空」
（要申し込み）

27

28

29

30

⑪１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：００
わらべうたであそぼう（要申し込 おはなし会「にじ」
み）【とくしまわらべうたあそび ＋おりがみ
の会】

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「おんがく」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「おにく」
＋こうさく

②１０：３０～１２：００
１０：３０～１１：００
なつやすみ上映会
おはなし会「やさい」
「ハローキティのシンデレラ、け
ろけろけろっぴの三銃士 」

１４：００～１４：３０
おはなし会「くつ」

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「おんがく」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「おにく」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「ぼうけん」
＋からだあそび

⑧

26

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】

１４：００～１４：３０
おはなし会「にじ」
＋おりがみ

読書感想文を楽しく書こう（要申し込み）

日時：８月１１日（日）
①１０：３０～１２：００（低学年向け）
②１３：３０～１５：００（中・高学年向け）
内容：学年に合わせて、読書感想文の書き方の説明や
添削、アドバイスを行ないます。楽しく感想文
を書きましょう。
講師：ＴＯＳＳ徳島/悠
ＴＯＳＳ四国中央事務局 井上 和子さん
定員：各１０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや
持参物：筆記用具・原稿用紙（４００字詰）
感想文にする本（必ず読んできてください）

⑨

リスクと未来を考える授業（要申し込み）

日時：８月２１日（水）１４：００～１６：００
内容：カードゲームを通して経営者としてのリスク
を学んでみよう！
共催：東京海上日動火災保険株式会社
対象：中高生
定員：20名
場所：５階 おはなしのへや

⑩

調べ学習イベント
「見上げてみよう！夏の夜空」（要申し込み）

日時：８月２４日（土）１８：３０～２０：３０
内容：あすたむらんどの学芸員さんが、星に関するお
話をしてくれます。星についての疑問を図書館
の本を使って調べ、ワークシートにまとめます。
イベントの最後には屋外（藍場浜公園）に出て
望遠鏡を使い天体観測を行います。
講師：あすたむらんど徳島 安藤徹さん
対象：小学３～６年生と保護者
定員：１０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや、藍場浜公園
※集合場所はおはなしのへやです

⑪

わらべうたであそぼう（要申し込み）

日時：８月２５日（日）１０：３０～１１：３０
内容：海やおばけ、夏を感じるわらべうた遊びを楽
しみましょう。
講師：とくしまわらべうたあそびの会
対象：小学１～４年生
定員：25名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

31

⑫

⑫１４：００～１４：３０
おやこでつくってあそぼう
「おりがみで水飲み鳥を作ろ
う！」（要申し込み）
【とくしまお話を語る会】
おやこでつくってあそぼう「おりがみ
で水飲み鳥を作ろう！」（要申し込み）

日時：８月31日（土）１４：００～１４：3０
内容：羽をひっぱると小鳥が上手にコップから水
を飲むよ！
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：１０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

①

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：８月１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（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

②

なつやすみ上映会（申し込み不要）

日時：８月２日（金）「おしりたんてい①」
８月９日（金）「おしりたんてい②」
８月１６日（金）「おしりたんてい③」
８月２３日（金）「おしりたんてい④」
８月３０日（金）「ハローキティのシンデレラ、け
ろけろけろっぴの三銃士」
時間：８月２・９・１６日 １０：３０～１１：３０
８月２３日 １０：３０～１１：５０
8月３０日 １０：３０～１２：００
対象：どなたでも
定員：４０名
場所：５階 おはなしのへや

③

夏のわらべうた講座（要申し込み）

日時：８月３日（土）１０：３０～１１：３０
内容：夏に楽しめるわらべ歌遊びを覚えましょう。
講師：とくしまわらべうたあそびの会
対象：わらべうたに興味・関心のある大人の方
定員：2５名
場所：５階 おはなしのへや

④夏のＹＡ講座

図書館スタッフになろう！

（要申し込み）
日時：①８月４日（日）１０：００～１１：３０
②８月１８日（日）１０：００～１１：３０
内容：本の修理・カウンター体験・書庫の見学などを通して
図書館の仕事に触れてみませんか？
対象：中高生
定員：各１０名
場所：５階 おはなしのへや

⑤

ＹＡ図書館隊によるおはなし会
（申し込み不要）

日時：８月７日（水）１４：００～１４：３０
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 ストーリーテリング勉強会（申し込み不要）
日時：８月８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

⑦

映画上映会「ちいさな英雄ーカニとタマゴ
と透明人間ー」（申し込み不要）

日時：８月１０日（土）１４：００～１５：００
内容：スタジオポノック制作“現代の小さな英雄”を
描いた短編映画。
「カニーニとカニーノ」、「サムライエッグ」、
「透明人間」の3作を上映。
対象：どなたでも
定員：４０名（子どもの人数）
場所：５階 おはなしのへや

