
 

  
調べ学習講座２０１８ 

 
小俣図書館サイエンス・ラボ 

～不思議を解きあかせ～  
①７月１６日（月・祝） 糸でんわの不思議 

②７月２２日（日）   空気砲の不思議 

  ※①②ともに、午後２時～４時 

（場所）２階・会議室 （対象）小学生 

（内容）自由研究の基本的な進め方と簡単な実験を体験 

しながら、自分で調べ、考え、その結果を１枚 

のシートにまとめていきます。身近にある“不 

思議”を楽しみながら、みんなで解きあかして 

いこう！！ 

（定員）各１０人（先着順） 

（ ）①②ともに、７月１日（日）午前９時から、直 

接・電話で小俣図書館へ（両講座への参加も可） 

 

「自由研究応援し隊！２０１８」を募集   
これまでに調べた夏休みの自由研究のことをカード

に記入し「自由研究応援し隊」の隊員になろう！ 

カードは７月１日（日）～８月３１日（金）に、１階 

カウンター前に展示します。 

 ※カードは、７月１日（日）から、 

小俣図書館カウンターで先着３０人に 

配布します。 

 

    伊勢市立小俣図書館   

〒519-0505 伊勢市小俣町本町 2 番地 （電話）0596-29-3900（FAX）0596-29-3902 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
                                                                                                         

 

  

平成 30（2018）年７月１日発行 

いちごちゃん 
ベリーくん 

 

開館時間 午前９時～午後７時 

休館日 毎週火曜日、第２金曜日 

     年末年始、特別整理期間 

貸出 １人１０冊２週間以内（うち雑誌は５冊まで）   

１団体５０冊１ヶ月以内（うち雑誌は２５冊まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 
 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16
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17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27

5 

28 

29 30 31     

 

小俣図書館カレンダー 

 

 

小俣図書館 図書館行事 ごあんない 

 

  

★「赤ちゃんおはなし会」  ２階・会議室 
   ７月１２日（木） 午前１１時～ 
     

 

 

★おはなし会  １階・おはなしのへや 

７月１４日（土） たんぽぽおはなし会、午後３時～ 

７月１５日（日） ピッポの会・紙芝居、午前１１時～ 

★図書館おはなし会＆工作夏休みスペシャル 
 

（日時）７月２８日（土）午後３時～ 

（対象）３歳～小学生（就学前の子どもは保護者同伴） 

（内容）お話の後、折り紙で金魚を作ります。 

◆上映会    ２階・視聴覚室 

７月２１日（土） 午後２時～ 

「潜入！深海大峡谷 光る生物たちの王国」 

 

８月 
 

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 

11 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

原爆写真展  
（日時）７月２８日（土）～８月１９日（日） 

（場所）２階・ギャラリー 

 七夕キラキラおはなし会   
（日時）７月７日（土）午後３時～（２０分程度） 

（場所）１階・おはなしのへや 

（対象）暗い所でお話が聞ける子ども 

（内容）「七夕のおはなし」をブラックライトで光るパネ

ルシアターを使って行います。お話の後、みん

なできらきら星型ブレスレットを作ります。 

 ※部屋を暗くするため、途中で入退場できません。 

※参加者多数の場合は、２回に分けて行います。 
Ｈｅｌｌｏ！！Ｅｎｇｌｉｓｈ 

～英語えほんおはなし会スペシャルＤＡＹ～   

（日時）７月２０日（金）午後３時３０分～ 

（場所）１階・おはなしのへや 

（スペシャルゲスト）ジョイス津野田幸子さん 

(ハワイ大学コミュニティ・カレッジズ名誉総長) 

（内容）英語を楽しむおはなし会です。英語絵本の読み聞か 

せや手遊び歌をします。 

第１０回読書感想画展作品募集～君がいろどる物語～   
本を読んで心に浮かんだあなただけの感想を画用紙に描いて

みませんか？応募いただいた読書感想画は後日、伊勢・小俣両

図書館とイオンタウン伊勢ララパークで展示します。 

（応募方法）７月１日（日）～８月３１日（金）に、本を読ん 

だ感想を絵にしたもの（八つ切り画用紙・横描き、 

画材は自由）を、直接どちらかの図書館へ 



開館時間 午前 9 時～午後 7 時 

休館日 毎週水曜・第 2金曜・年末年始・特別整理期間 

貸出 1人 10冊 2週間以内（うち雑誌は 5 冊まで） 

   1団体 50 冊 1ヶ月以内（うち雑誌は 25冊まで） 

     ＊ 伊勢図書館・休館日カレンダー ＊ 

８月  

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 

 

4 

 5 6 7 

 

8 

 

9 

 

10 11 

12 

 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

７月  

日 月 火 水 木 金 土 
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指定管理者／株式会社図書館流通センター 
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「おはなし会」 
《日時》 毎週 土曜日 午後２時30 分～ 
《場所》１階・おはなしコーナー 

７月７日／おにいさん、おねえさんによるおはなし会 

７月１４日・２１日・２８日／おはなしプーさんによるおはなし会 
 

 

★ 夏休み子ども映画会、上映会、おはなし会、 
あかちゃんえほんのじかん は、申込不要です♪ 

「上映会」 
《日時》 ７月８日（日） 午後２時～ (上映時間 44分) 
《場所》 ２階・視聴覚室 
 

「あかちゃんえほんのじかん」 
《日時》７月2６日（木） 午前11 時～ 

《場所》2階・視聴覚室 
《内容》あかちゃんむけの絵本の紹介や、 

手あそびなどをします♪ 

《日時》８月５日（日） 午後１時３０分～３時 

《場所》２階・視聴覚室 
《内容》いつもは入れない書庫やブックポストの裏側を 

    みんなでいっしょに探検しよう！ 

《対象》小学生 《定員》１０名（先着順） 

《申込》７月２１日（土）午前９時から、 

直接カウンター、電話、FAXで伊勢図書館まで 
 

「あかちゃんえほん

のじかん」は、毎月 

第４木曜日です。 

《日時》 ７月２２日(日) 午後２時～ （上映時間４９分）
《場所》 ２階・視聴覚室 

 

えほんの 

よみきかせ 

かみしばい 

      など 

なぜ南極に巨大生物の楽園が存在するのか？ 

マイナス２度という世界一冷たい南極の深海数百メートルに生

息する巨大生物たち。なぜ巨大化するのか、その秘密を解

明するとともに、謎の巨大イカの大捜索を決行！科学者たち

の挑戦を、スペクタクル映像で描きます。 

《日時》７月１６日（月・祝）午後２時～３時３０分 
《場所》２階・視聴覚室 
《内容》簡単なしかけであっと驚く面白い絵本を作りましょう♪ 

夏のすてきな思い出にいかがですか？ 

《対象》小学生 ※就学前の子どもは保護者同伴で参加可能 

《定員》１０名（先着順） 

《申込》７月１日（日）午前９時から、 

直接カウンター、電話、FAXで伊勢図書館まで 

 

《内容》 本を読んで心に浮かんだあなただけの感想を、 

    画用紙に描いてみませんか？ 

    応募いただいた読書感想画は後日、伊勢・小俣両図 

    書館とイオンタウン伊勢ララパークで展示します！ 

 

雑草の美しさにひかれ草花を描き続けて 60年以上。 

絵本作家・甲斐信枝さんと一緒に 

足元に広がるすてきな世界を見つけに行きましょう。 

図書館工作 

～なにがでるかな？ひっぱる絵本～ 

＜伊勢・小俣図書館合同企画＞ 

第１０回読書感想画展作品募集 
～君がいろどる物語～ 

 

《応募方法》 

７月１日（日）～８月３１日（金）に、 
     本を読んだ感想を絵にしたもの（八つ切り画用紙・ 

横描き、画材は自由）を伊勢・小俣図書館どちらか 

へお持ちください。 

 

「足元の小宇宙」 
 

「南極 深海に巨大生物を見た」 

～絵本作家・甲斐信枝と見つける生命のドラマ～ 

《日時》①取材：７月１５日（日）午後１時３０分～４時３０分 

②編集：７月２９日（日）午後１時３０分～４時３０分 

《場所》２階・視聴覚室 
《内容》家族の誕生日や節目に起こった出来事を新聞記事で 

調べたり家族の歴史を取材して“家族史新聞”を 

作っちゃおう！※２日間とも参加してね！ 

《対象》小学生とその家族 《定員》６組（先着順） 

《申込》７月１日（日）午前９時から、 

直接カウンター、電話、FAX で伊勢図書館まで 

 

家族史新聞を作ろう！ 
―家族の歴史を調べちゃおう― 

 

図書館たんけん 2018 
～図書館に眠る財宝を探せ！～ 

 



 

 
〔一般書〕         あの夏 

―第 100回全国高等学校野球選手権大会― 
 

今夏、全国高等学校野球選手権大会は 100回の記念大会。 

記念行事として開催される予定の「100回つなぐ始球式リレー」は、 

春季・秋季大会が開催される全国 9地区で、1つのボールが地区内の地方大会を巡ります。 

始球式は各地で 99回実施。9つのボールは甲子園に集められ開会式で 10個目のボールを使って 

100回目の始球式が行われると、計 100回のリレーが完成します。 

スタートは 5月 30日。 

第 1回大会が開催された豊中グラウンド跡地の「高校野球発祥の地記念公園」から― 

 

第 1回の大会は 1915年（大正 4年）、豊中グラウンド― 

羽織袴姿で始球式を務めたのが当時の朝日新聞社社長の村山龍平氏でした。 

村山氏は度会郡玉城町田丸出身。 

全国高等高校野球大会創設の功績が讃えられ野球殿堂特別表彰者に選出されました。 

 

平成最後の夏の大会は 8月 5日、甲子園球場で 

史上最多の 56校が深紅の大優勝旗をめざして熱戦を繰り広げます。 

 
あの夏 忘れじの名勝負がまた… 

 

  ◎ 高校野球 100年 蘇る名勝負（週刊朝日編集部／編 朝日新聞出版） 

  ◎ ああ栄冠は君に輝く 知られざる「全国高校野球大会歌」誕生秘話（手束仁／著 双葉社） 

  ◎ 高校野球の経済学（中島隆信／著 東洋経済新報社） 

  ◎ 甲子園「観戦力」をツーレツに高める本（小野塚康之／著 中央公論新社） 

  ◎ 甲子園監督 7人の名将が語り合った理屈と本音（吉村淳／編 池田書店） 

 

〔児童
じ ど う

書
しょ

〕小
ちい

さいけれどすごいよ！「豆
まめ

」 

７月１０日は「納豆
なっとう

の日
ひ

」！納豆
なっとう

は大豆
だ い ず

という豆
まめ

からできています。 

豆
まめ

は、大豆
だ い ず

の他
ほか

にもそら豆
まめ

やいんげん豆
まめ

などいろ～んな種類
しゅるい

があります。 

小
ちい

さいけれどたくさんの栄養
えいよう

が入
はい

っている豆
まめ

…。奥
おく

の深
ふか

い豆
まめ

の世界
せ か い

をのぞいてみよう！！ 

今月
こんげつ

は豆
まめ

が出
で

てくるおはなしや、豆
まめ

に詳
くわ

しくなれる本
ほん

を紹
しょう

介
かい

します！ 
 

★しょうたとなっとう（星川ひろ子、星川治雄／写真・文 小泉武夫／原案・監修 ポプラ社） 

★ジャックと豆の木 イギリスの昔話（ジョン・シェリー／再話・絵 おびかゆうこ／訳 福音館書店） 

★花豆の煮えるまで 小夜の物語（安房直子／作 味戸ケイコ／絵 偕成社） 

★大研究！！「豆」のひみつがわかる本：1 豆はとってもすぐれもの（吉田よし子／総監修 岩崎書店） 

★そらまめくんのベッド（なかやみわ／さく・え 福音館書店） 

 

〔ヤングアダルト〕「 NO MUSIC NO LIFE! 」 
プレイヤーの再生ボタンを押すように本のページをめくってみる。 

そこにはボクたちの鼓膜と魂を揺さぶる、アーティストの音楽とコトバがあった。 

ノーミュージック・ノーライフ。本の中の音楽も、きっとボクたちに力をくれる。 
 

 （一般書） ●働く男（星野源／著 文藝春秋） 

       ●やっぱり、ただの歌詩じゃねえか、こんなもん 桑田佳祐言の葉大全集（桑田佳祐／著 新潮社） 

  ●ミュージック・ブレス・ユー！！（津村記久子／著 角川書店） 

  ●第二音楽室（佐藤多佳子／著 文藝春秋） 

（児童書）  ●学校では教えてくれない人生を変える音楽（又吉直樹ほか／著 河出書房新社） 

 
 

★伊勢・小俣図書館のどちらかに 

所蔵がある本です。 

ご利用館にない場合は、 

予約ができます。 

Power  of  sports ⑤ 

高校野球 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

                                           

 

伊勢の建築 A to Z   

  

 

神都公会堂 
 

宇治山田駅前にある伊勢市観光文化会館（現愛称：シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢）は、昭和 46

（1971）年に完成しました。 

以前は「伊勢会館」、それより前は市立公民館のような役割も担う「神都公会堂」という建物だったと資料

には記されています。 

昭和 3（1928）年、宇治中之切町の神宮祭主官舎の構内にあった神宮奉斎会所管の建物を、岩淵町の箕曲

の地に移して、宇治山田市立神都図書館とともに神都公会堂は設置されました。昭和 5（1930）年 3 月にそ

の場所で行われた神都博覧会の開会式の様子が『伊勢商工会議所史』に掲載されている写真で見ることができ

ます。また神都博覧会に合わせて建設された施設の中で歴史館、御物館は神都記念館として残されました。 

公会堂を知る人は、「テレビなど情報発信ができるものが少なかったので、親と公会堂に行って市の情報を

得ていた。昔は映画をめったに観る機会がなかったので、映画が上映されると多くの人が集まって、満席にな

ると座れない人たちは後ろに並んで立ち見で映画を観ていた。それでも中に入れない人たちは窓の外から映画

を観ていた。幼い時、親に手を引かれて公会堂に行くのがとても楽しみだった。」と、当時のことを嬉しそう

にお話してくださいました。 

市民に親しまれ身近な文化施設だった神都公会堂は、昭和 28（1953）年に神都記念館、神都図書館ととも

に解体されました。そして伊勢会館として建設され、その後、現在の伊勢市観光文化会館の姿になりました。 

 

今月は伊勢図書館の 

スタッフ２人が 

ご紹介します♪ 

※今回の紹介した本のＰＯＰは伊勢図書館の出入り口付近に掲示してあります。ぜひ、ご覧ください。 

[「かんがえるカエルくん」 
いわむらかずお／作 福音館書店 

 

「伊勢千束屋歌舞伎資料図録」 
皇學館大學千束屋資料調査委員会／編 皇學館大學 

 
江戸時代三都に歌舞伎が盛んだった伊勢 

演目の「伊勢音頭恋寝刃」は伊勢古市が舞台 

七世松本幸四郎は三重県生まれ 

【参考資料】 

 ◆伊勢市史（伊勢市／編纂 大和学芸図書） 

 ◆伊勢市史 第 5 巻 現代編（伊勢市／編集 伊勢市） 

 ◆目で見る伊勢・志摩の 100 年（辻村修一、浦谷広己／監修 郷土出版社） 

 ◆伊勢商工会議所史（伊勢商工会議所史編纂委員会／編 伊勢商工会議所） 

 


