ちとせあめ

千歳飴のはなし
こ

せいちょう

いわ

ぎょうじ

しちごさん

子どもの成長を祝う行事・七五三。
そのお祝いに使われるのが千歳飴です。
紅白の細長い飴で長生きを願うお菓子と
されています。もともとは、江戸時代に
浅草で飴売りが売り出したのが
始まりとされています。
いわ

こうはく

ほそなが

つか

ちとせあめ

あめ

ながい

ねが

かし

えどじだい

あさくさ

あめう

う

だ

はじ

参照：『１１月のえほん 季節を知る・遊ぶ・感じる』 長谷川康男∥監修 ＰＨＰ研究所 2011年

ポルトガルの絵本やポルトガルに
まつわる本を展示します。

図書館まつり開催！
徳島市置市１３０周年
～
が生まれた日～

とても小さな本など手にとることが
少ない本をあつめました！

「ねむたいひとたち」
M.B.ゴフスタイン∥作 谷川 俊太郎∥訳
あすなろ書房/2017年
いつも眠たい小人の4人家族。眠れる場所
さえあれば、床の上でも古い部屋ばきの中
でも、どこでもいいのです。小さなものに込
められた深く強い想いが伝わる絵本。
〒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

１０月２７日（日）
～１１月９日（土）
期間中、５階こどもしつでは、スタンプラリーと
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ます！
（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

11月

日曜日

徳島市立図書館 こどもしつ

月曜日

火曜日

●（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

3

文化の日

4

振替休日

5

休館日

１４：００～１４：３０
おはなし会「のりもの」
＋おりがみ

（申し込み不要）

木曜日

●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。
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♪

１０：３０～１１：００
１０：３０～１１：００
ニコニコ(^-^)紙芝居～世界のおはな おはなし会「のりもの」
し〜（★）
＋おりがみ
【ニコカミ！】

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】

水曜日

①③④⑤ おはなしで７日間世界一周

金曜日

土曜日

1

2

①１０：３０～１１：００

１０：３０～１１：００
おはなし会「おんがく」

おはなしで７日間世界一周④
「イタリア：鬼とちっちゃなブ
ケッティーノ」（★）【とくし
まお話を語る会】
１４：００～１４：３０
おはなし会「はっぱ」
＋からだあそび

④１１月７日（木）１０：３０～１１：００

8

9

③１０：３０～１１：００

④１０：３０～１１：００

⑤１０：３０～１１：００

おはなしで７日間世界一周⑤
「ノルウェー：ホットケーキ」
（★）【とくしまお話を語る
会】

おはなしで７日間世界一周⑥
「アメリカ：ちっちゃなオレン
ジ色のおうち」（★）【とくし
まお話を語る会】

おはなしで７日間世界一周⑦
「ミャンマー：ひなどりとね
こ」（★）【とくしまお話を語
る会】

１０：３０～１１：００
ふくわじゅつ
【やまもも腹話術同好会】

１４：００～１４：３０
おはなし会「ごはん」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「ぶた」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「はな」
＋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】

13

14

15

16

紙芝居の講習会（要申し込み）
【童心社 橋口英二郎さん】

10

11

12

１０：３０～１１：００
おはなし会「おかし」

１０：３０～１１：００
おはなし会「いぬ」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
１０：３０～１１：００
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「くだもの」
＋わらべうた

１０：３０～１１：３０
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「ともだち」
＋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】

１４：００～１５：４０
こどもえいが会
「ハローキティ魔法の森のお姫さ
ま、ぽこぽんのゆかいな西遊記」

１４：００～１４：３０
おはなし会「いぬ」
＋おりがみ

１４：００～１４：２０
１４：００～１４：３０
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「くだもの」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「からだ」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「ともだち」
＋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】

17

18

19

21

22

23

⑥１０：３０～１１：3０

１０：３０～１１：００
おはなし会「てんき」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
１０：３０～１１：００
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「むし」
＋わらべうた

⑦１0：2０～１４：３０

⑤１１月８日（金）１０：３０～１１：００
「⑦ミャンマー：ひなどりとねこ」
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

② 紙芝居の講習会（要申し込み）

②１４：００～１６：００

読み聞かせ会

「⑥アメリカ：ちっちゃなオレンジ色の
おうち」

１４：００～１４：３０
おはなしとえほん（★）
【とくしまお話を語る会】

7

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

③１１月６日（水）１０：３０～１１：００
「⑤ノルウェー：ホットケーキ」

6

20

日時：①１１月１日（金）１０：３０～１１：００
「④イタリア：鬼とちっちゃな
ブケッティーノ」

勤労感謝の日

１０：３０～１１：００
読書のアニマシオン

調べ学習イベント「のぞいてみよ
う！動物のひ・み・つ！」（要申し
込み）【とくしま動物園北島建設の
森 小川嘉弘さん】

日時：１１月４日（月・祝）１４：００～１６：００
内容：童心社の方を講師にお招きし、紙芝居の
演じ方や楽しみ方についてお話をして
いただきます。
講師：童心社 橋口英二郎さん
対象：読み聞かせのボランティアをされている方
読み聞かせに興味のある方
定員：４０名
場所：シビックセンター４階 活動室３

⑥ 読み聞かせ会（申し込み不要）
日時：１１月１７日（日）１０：３０～１１：３０
内容：本の朗読、手話による読み聞かせ、電子絵本の
読み聞かせ、紙芝居を行います。
だれでも楽しめるバリアフリーな
イベントです。
対象：どなたでも
場所：５階 おはなしのへや

⑦

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「てんき」
＋おりがみ

１４：００～１４：２０
１４：００～１４：３０
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「むし」
＋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「かぞく」
【お話クラブ・カーネーショ
＋からだあそび
ン】

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】

24

25

26

28

29

30

１０：３０～１１：００
おはなし会「しごと」

１０：３０～１１：００
おはなし会「すうじ」
＋おりがみ

１０：３０～１０：５０
１０：３０～１１：００
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「やさい」
＋わらべうた

１０：３０～１１：００
おはなし会「ねこ」
＋こうさく

１０：３０～１１：００
おはなし会「やま」
＋からだあそび

⑨１０：３０～１１：３０

１４：００～１４：３０
おはなし会「すうじ」
楽しい絵本のお話このゆびと～まれ
＋おりがみ
「いろいろあるよ おいしい絵本 」
【このゆびとまれ】

１４：００～１４：２０
１４：００～１４：３０
赤ちゃんプチおはなし会（♥） おはなし会「やさい」
＋わらべうた

１４：００～１４：３０
おはなし会「ねこ」
＋こうさく

１４：００～１４：３０
おはなし会「やま」
＋からだあそび

⑩１４：００～１４：３０

⑧１４：００～１５：００

⑧

楽しい絵本のお話このゆびと～まれ
「いろいろあるよ おいしい絵本」
（申し込み不要）

日時：１１月２４日（日）１４：００～１５：００
内容：子どもの好きな食べものランキング、食育に
関するお話を絵本を使って楽しく紹介します！！
講師：このゆびとまれ
対象：４歳～小学生
場所：５階 おはなしのへや

⑨

27

秋のわらべうた講座（要申し込み）

日時：１１月３０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

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】

おやこでつくってあそぼう「ひょっ
こり出てくるサンタクロースを作ろ
う！」（要申し込み）
【とくしまお話を語る会】

⑩

おやこでつくってあそぼう「ひょっこり
出てくるサンタクロースを作ろう！」
（要申し込み）

日時：１１月３０日（土）１４：００～１４：３０
内容：糸を引くと、赤い帽子のサンタクロースが
煙突からひょっこり顔を出すよ。サンタ
クロースが隠れたり飛び出したりする
ゆかいなおもちゃを作ろう！

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：１０名
場所：５階 おはなしのへや

調べ学習イベント「のぞいてみよう！
動物のひ・み・つ！」（要申し込み）

日時：１１月１７日（日）１０：2０～１４：３０
（昼休憩１２：００～１３：００）
１０：２０に動物園正面入り口に集合して
ください
内容：とくしま動物園北島建設の森の職員さんに
園内を案内してもらったあと、図書を使って
動物のことを詳しく調べます。動物園の
職員さんが動物園の裏側も見せてくれます。
講師：とくしま動物園北島建設の森 小川嘉弘さん
対象：小学生１～６年生と保護者
※必ず保護者の方が同伴してください
※動物園見学時に小学１年生未満のお子さんを
連れて（付き添い）の参加はご遠慮ください。
動物園内の集団行動が難しくなるためご協力を
お願いします。
定員：１５名
場所：とくしま動物園 北島建設の森
※とくしま動物園北島建設の森に現地集合
現地解散になります
持ち物：筆記用具、メモ帳
※昼食を各自ご持参下さい
水筒や帽子や上着などで体調管理をお願い
します。
※イベント参加者の保護者の方（１名）の
料金は図書館側で負担します。
動物園の入場料…中学生以下無料
大人６００円

