～ハロウィーンってなに？？～
ハロウィーンは、おもにヨーロッパやアメリカで行われる
お祭りで、最近は日本でもさかんになっています。
この日はキリスト教（カトリック）の聖人をまつる祝日の前夜祭に
あたり、カボチャをくりぬいてつくったちょうちんをかざったり
仮装をした子どもたちが、町内の家を回って、お菓子をあつめ
たりします。もともとケルト人（古代ヨーロッパ民族のひとつ）の
先祖をまつる行事だったとされています。１１月１日がケルト人
のお正月で、その前の日に先祖の霊が帰ってくると考えられて
いたのです。先祖の霊と一緒に悪霊もあらわれると信じら
れていたため、オバケの仮装をするようになったそうです。

参照：『12か月の絵図鑑 』長谷川 康男∥監修/東京 PHP研究所/201５年

『スポーツ』
『ハロウィーン』
今月のオススメ！
『ぼくのジィちゃん』
くすのき しげのり∥作 吉田 尚令∥絵

図書館まつり開催！
徳島市置市１３０周年
～徳島市が生まれた日～
１０月２７日（日）～１１月9日（土）

東京 佼成出版社 2015年

運動会の応援に、田舎からやってきたジィちゃん。
“テーシャツ”のすそをズボンに入れて、いつもにこ
にこ笑ってるだけのジィちゃんは、なんだかカッコ悪
い。でも、ジィちゃんには、ぼくが知らない、すごい
秘密があったんだ…。

〒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

期間中、５階こどもしつでは、スタンプラリー
読書ラリーを開催しています。
スタンプを集めるとプレゼントがもらえるよ。
（先着１００名）
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 10月
日曜日

徳島市立図書館 こどもしつ

月曜日

火曜日

木曜日

金曜日

土曜日

2

3

4

5

１０：３０～１１：００
おはなし会「ほし」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「やま」
＋こうさく

１０：３０～１１：００
おはなし会「さかな」
＋からだあそび

１０：３０～１１：００
おはなし会「くだもの」

１４：００～１４：３０
おはなし会「ほし」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「やま」
＋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
おはなしとえほん（★）
【とくしまお話を語る会】

8

9

10

11

12

①１０：３０～１１：３０
１０：３０～１１：００
秋の虫博士（要申し込み）【畠 おはなし会「おまわりさん」
山 大さん】
＋おりがみ
②１０：００～１２：００
「乗って！歩いて！探検徳島」
（要申し込み）【一般社団法人
ツーリズム徳島・とくしま観光
ガイドボランティア会】

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１０：３０～１１：００
おはなし会「ねずみ」
＋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「からだ」
＋からだあそび

④１０：３０～１１：３０
秋のわらべうた講座（要申し込
み）
【とくしまわらべうたあそびの
会】

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

１４：００～１４：２０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１４：００～１４：３０
おはなし会「ねずみ」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「おふろ」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「からだ」
＋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】

13

14

15

16

17

18

19

１０：３０～１１：００
おはなし会「ふく」

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
１０：３０～１１：００
あかちゃんといっしょ♪（♥）
おはなし会「ねこ」
【お話クラブ・カーネーション】 ＋からだあそび

１４：００～１５：４０
こどもえいが会
「ボックストロール」

⑤１０：３０～１２：００
子どもへの読み聞かせの大切さ
（要申し込み）【元四国大学
生活科学部児童学科 准教授
現非常勤講師 富田 喜代子さ
ん】
１４：００～１４：３０
おはなし会「のりもの」
＋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「ごはん」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
１４：００～１４：３０
あかちゃんといっしょ♪（♥）
おはなし会「ねこ」
【お話クラブ・カーネーション】 ＋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】

20

21

22

23

24

26

１０：３０～１１：００
おはなし会「いぬ」

１０：３０～１１：００
おはなし会「あかり」
＋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「でんわ」
＋わらべうた

⑥１０：３０～１２：００

１０：３０～１１：００
楽しい子育て（要申し込み）【元 おはなし会「そら」
＋からだあそび
四国大学 生活科学部児童学科
准教授 現非常勤講師 富田 喜
代子さん】

１０：３０～１１：００
読書のアニマシオン

１４：００～１４：３０
このゆびとまれお話会
【このゆびとまれ】

１４：００～１４：３０
おはなし会「あかり」
＋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「でんわ」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「てがみ」
＋こうさく

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】

●（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。

6

7

体育の日

1

水曜日

休館日

25

27

28

29

30

31

１０：３０～１１：００
おはなし会「くま」

１０：３０～１１：００
⑦お話で７日間世界一周①
「日本：三枚のお札」（★）
【とくしまお話を語る会】

１０：３０～１０：５０
赤ちゃんプチおはなし会（♥）

１０：３０～１１：００
⑧おはなしで７日間世界一周②
「ロシア：マーシャとくま」
（★）【とくしまお話を語る
会】

１０：３０～１１：００
⑨おはなしで７日間世界一周③
「ジャマイカ：アナンシと五」
（★）【とくしまお話を語る会】

１４：００～１４：３０
おはなし会「くま」

１４：００～１４：３０
おはなし会「いろ」
＋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「ハロウィン」
＋こうさく

⑤子どもへの読み聞かせの大切さ（要申し込み）

⑥ 楽しい子育て（要申し込み）

日時：１０月１４日（月・祝）１０：３０～１２：００
内容：子どもへの読み聞かせの大切さについて、読み聞
かせの実演を交えながら楽しくお話します。
講師：元四国大学生活科学部児童学科 准教授
現非常勤講師 富田 喜代子さん
対象：読み聞かせのボランティアをされている方、読み
かせに興味のある方
※親子向けのイベントではありませんので
お子様連れの方はご遠慮ください
定員：３０名
場所：５階 おはなしのへや

日時：１０月２４日（木）１０：３０～１２：００
内容：ふれあい遊びを交えながら親子で楽しく参加できる、子育
てについての講演会です
講師：元四国大学生活科学児童学科 准教授
現非常勤講師 富田 喜代子さん
対象：０～５歳と保護者
定員：親子で２５名
場所：５階 おはなしのへや

１４：００～１４：３０
おはなし会「そら」
＋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】

●おはなしかいシールラリー3倍ポイントデー
期間：１０月２７日（日）～１１月９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。
図書館まつり期間中はポイント３倍になるよ！
ぜひおはなし会やイベントにご参加ください♪

⑦⑧⑨ おはなしで７日間世界一周（申し込み不要）
日時：⑦１０月２８日（月）１０：３０～１１：００
「①日本：三枚のお札」

⑧１０月３０日（水）１０：３０～１１：００
「②ロシア：マーシャとくま」

⑨１０月３１日（木）１０：３０～１１：００
「③ジャマイカ：アナンシと五」
内容：世界の昔話をストーリーテリング(素話)で
楽しみましょう。
講師：とくしまお話を語る会
対象：３歳以上
場所：５階 おはなしのへや

①

秋の虫博士 いきものだいすき！
ちびっこあつまれ～！（要申し込み）

日時：１０月６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
9月29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
10月6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

②乗って！歩いて！探検徳島（要申し込
み）
日時：１０月６日（日）１０：００～１２：００
内容：ひょうたん島クルーズに乗った後、ひょう
たん島の周辺を探検します！
講師：一般社団法人ツーリズム徳島・とくしま観光
ガイドボランティア会
対象：小学３～６年生と保護者
※安全の為、必ず保護者同伴でのご参加を
お願いします（船の定員の関係で、保護
者は子ども１名につき１名までです）
定員：子ども８名
場所：ひょうたん島クルーズ乗り場

③ ストーリーテリング勉強会（申し込み不
要）
日時：１０月１０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

④秋のわらべうた講座（要申し込み）
日時：１０月１２日（土）１０：３０～１１：３０
内容：秋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：わらべ歌に興味・関心のある大人の方
定員：２５名
場所：５階 おはなしのへや

