
 
ハロウィン２０１８！ 

 
……… トリックオアトリート！！  ……… 

（期間）１０月２７日（土）・２８日（日） 

（内容）今年も小俣図書館がハロウィン色に染まります。小俣図

書館カウンターで「トリックオアトリート」と言ってく

れた人には、特製しおりをプレゼントします。さらに、

仮装をして来てくれた人は、ミニゲームに参加できるよ。

ぜひ来てね！ 
 

………… 英語えほんおはなし会 ………… 

（日時）１０月２８日（日）午後３時～ 

（場所）１階・おはなしのへや 

（内容）英語絵本や紙芝居の読み聞かせをします。 

（読み手）イレール・キャミさん（ALT） 

※参加者多数の場合は、２回に分けて行います。 

 

 

    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 
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いちごちゃん 
ベリーくん 

 

 

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 
   １０月１１日（木）  午前１１時～ 
     

 

 

★おはなし会  １階・おはなしのへや 

１０月１３日（土） たんぽぽおはなし会、午後３時～ 
１０月２１日（日） ピッポの会・紙芝居、午前１１時～ 

★図書館おはなし会＆工作 

（日時）１０月２７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、ハロウィンにちなんだ工作をします。 

◆上映会    ２階・視聴覚室 

１０月２０日（土） 午後２時～ 

「女たちの都 ワッゲンオッゲン」 

 

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） 

１０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    

 

小俣図書館カレンダー 

 １１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  

 

≪特別整理期間のお知らせ≫  
９月２７日（木）～１０月６日（土）の期間中、蔵書の点検・

整理のため休館いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、

何卒、ご理解ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

※9 月 13 日（木）～26 日（水）の期間は小俣図書館窓口での

貸出・延長、また図書館ホームページからの延長（小俣図書館

で貸出したものに限る）は、3 週間の貸出・延長となります。 

詳しくは、小俣図書館へおたずねください。 

 
赤ちゃんといっしょ！ 

ブックスタートおはなし会  
（日時）１０月２０日（土）午前１１時～ 

（場所）２階・会議室 

（対象）妊婦、および２歳以下の子どもとその保護者 

（内容）ブックスタートパック絵本の中から、親子で楽しめ

る絵本の読み聞かせをします。 

※当日、母子健康手帳を持参したブックスタート未実施の人

には、その場でブックスタートパックをお渡しします。 

（配布対象：市内在住で子どもがいる家庭） 

※ブックスタートとは、絵本を通して赤ちゃんと保護者に豊

かな時間を過ごしてもらうために、赤ちゃん一人一人に絵

本を手渡す活動です。 

古本のリサイクルフェア  
（日時）１０月１３日（土）第①部午前９時３０分～１２時、 

第②部午後１時～３時 

１４日（日）第③部午前９時３０分～午後３時 

（場所）２階・ホール 

（内容）保存年限を過ぎた雑誌・廃棄図書・家庭で不用になった本

をリサイクルします。 

※第①部は午前９時から玄関ホールで、先着順に１人につき整理券

を１枚配布します。１人１回の入場で１０冊までとします。 

※第②、③部は整理券の事前配布はなく、入場・冊数とも制限はあ

りません。 

 
秋の読書週間関連行事 

小俣図書館開館２０周年記念 
～資料で振り返るこれまでの軌跡～  

（期間）１０月７日（日）～１１月８日（木） 

（場所）１階・カウンター前 

（内容）小俣図書館が開館した２０年前から現在に至るまでのベスト 

セラーを中心に受賞作品や映像化作品の原作及び関連書籍 

を紹介する特集コーナーです。映像化された作品で所蔵 

している DVDも一緒に並べます。 



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 ＊ 

 

 

１０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    
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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 

１０月 6 日／おにいさん、おねえさん による おはなし会 

１０月１3 日・２0 日・２7日 

／おはなしプーさん による おはなし会 
 

10月号に掲載されている伊勢図書館の行事はすべて 

申込不要です。どうぞお気軽にご参加ください。 

「上映会」 
《日時》１０月１４日（日）午後２時～ 

《場所》２階・視聴覚室 
 

「あかちゃんえほんのじかん」 

《日時》１０月２5 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♪ 

１１月  

日 月 火 水 木 金 土 
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12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

「あかちゃんえほん

のじかん」は、毎月 

第４木曜日です。 

えほんの 

よみきかせ 

かみしばい 

      など 

小さな体で、どんな環境下でも生き抜こうとする 

生きものたちの壮大なドラマを追うシリーズ第２弾。 

喧騒とコンクリートに囲まれた人間の街にも、 

隠れた彼らの生活や冒険があった・・・・。 

小さな世界はワンダーランド 

Vol.2 

《上映時間５０分》 
 

★第１０回読書感想画展★ 

～君がいろどる物語～ 
 

夏休みに募集した読書感想画を 

下記の期間展示します。 

 

◆イオンタウン伊勢ララパーク 

１０月１５日（月）～１０月２４日（水） 

◆小俣図書館・２階ギャラリー 

１１月１０日（土）～１１月２５日（日） 

 

今月は、保健師さんによる 

子育てワンポイント 

アドバイスもあります♪ 

《日時》１０月２１日（日）  

午後２時～３時５７分（終了予定） 
《場所》２階・視聴覚室 

《作品》 

 

 

 

 

 

《内容》視覚的情報を補う音声ガイドや日本語字幕 

のついた、視覚や聴覚に障がいのある人が 

観賞できる「バリアフリー映画」を上映します。 

障がいがある人もない人もみんなで一緒に 

楽しみましょう。 

《協力》住友商事 

※詳しくはポスター・チラシをご覧ください。 

博士の愛した数式 
《上映時間１１７分》 

 

バリアフリー映画上映会 

Xｙ 

 



 

 

〔一般書〕この秋、芸術に浸る 

いよいよ芸術の秋がやってきました。心地よい昼下がり、美術館へ出かけてみたり、図録を開いてみたり…。 

芸術品や美術館にまつわる物語、名画の謎を読み解く本、国宝の入門書、盆栽・園芸植物の鑑賞についての本な

ど、今月は様々な芸術に関する本を特集します。心の栄養になる芸術の本を読んで深まる秋を愉しみましょう。 

◎ モダン Ｔｈｅ Ｍｏｄｅｒｎ（原田マハ／著 文藝春秋） 

◎ 盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識 銘品、器、伝統と歴史、見方のルールを知る  

（盆栽・伝統園芸植物の鑑賞知識製作委員会／編 誠文堂新光社） 

◎ 美術館へ行こう ときどきおやつ（伊藤まさこ／著 新潮社） 

◎ 知識ゼロからの国宝入門 （小和田哲男／監修 幻冬舎） 

◎ 名画の謎 対決篇 中野京子と読み解く（中野京子／著 文藝春秋） 

 ※「ギリシャ神話篇」「旧約・新約聖書篇」「陰謀の歴史篇」もあります。 

 

〔児童
じ ど う

書
しょ

〕  おいしそうな料理
り ょ う り

の話
はなし

に、思
おも

わずお腹
なか

がグゥー！！  

みんなはどんな料理
りょうり

が好
す

きかな？カレーにロールキャベツにおでんなど、いろんな料理
りょうり

を作
つく

れるおなべのお話
はなし

を

はじめ、レストランで頑張
が ん ば

る女
おんな

の子
こ

の物語
ものがたり

、食
た

べ方
かた

のマナーの本
ほん

、ほかにもいろんな料理
りょうり

に関
かん

する本
ほん

をたくさん集
あつ

めました。読
よ

んでいると思
おも

わずお腹
なか

がグゥーっと鳴
な

っちゃうかも！？ 

 ワタナベさん（北村直子／作 偕成社） 

 おしゃべりなたまごやき（寺村輝夫／作 和歌山静子／絵 理論社） 

 マドレーヌは小さな名コック 

（ルパート・キングフィッシャー／作 三原泉／訳 つつみあれい／絵 徳間書店） 

 たべかたのえほん（石田栞音／文 よしのぶもとこ／絵 PHP 研究所） 

 のはらキッチンへぜひどうぞ おしごとのおはなしコックさん（まはら三桃／作 木村いこ／絵 講談社） 

 

〔ヤングアダルト〕「将来なりたい職業」～好きな事を仕事にしよう～ 

将来の夢は、なんですか？自分の「あこがれ」や「好き」を活かせる仕事を見つけてみよう！ 

キミの夢を叶えるために役立つ本を紹介します。 

【一般書】 

●菊池亜希子のおじゃまします 仕事場探訪 20 人（菊池亜希子／著 集英社） 

●今日から仲居になります（中居真麻／著 ＰＨＰ研究所） 

【児童書】 

●大人になったらしたい仕事 「好き」を仕事にした 35 人の先輩たち（朝日中高生新聞編集部／[編] 朝日学生新聞社） 

●風味[さんじゅうまる]（まはら三桃/著 講談社） 

●靴を売るシンデレラ（ジョーン・バウアー／著 灰島かり／訳 小学館） 

 
 

★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。 



 

 

 
 

 

                            

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                        

今月は小俣図書館のスタッフ２人が本を紹介します。 

[ 

 

 

 

「きれいな色とことば」 

（おーなり由子／著 大和書房） 

この本を初めて手に取り、開いたときの幸福感が今

でも忘れられません。この本はタイトルの通り、き

れいな色とことばで溢れていて、開いた瞬間からそ

の心地の良い世界に引き込まれてしまいます。読め

ばきっと幸せな気持ちでいっぱいになる、柔らかな

文章とイラストで綴られたおーなり由子さんのほ

っこりエッセイです。 

読むと幸せな気持ちで 

いっぱいになります♪ 

Q. 著者が十七歳の時、出会った空を夕やけとひっか

けて友人は何と呼んだ？ 

        

Q.光るきのこは世界中で何種類あるでしょうか？  

        

「きのこのふしぎえほん」 

（山本亜貴子／作・絵 保坂健太郎／監修  

PHP 研究所） 

おいしいきのこ、キケンな毒きのこ、光るきの

こ…。身近にあるのに意外に知らないきのこの

世界を、きのこが大好きな女の子のノッコちゃ

んと森の動物たちが一緒にきのこ博士のクマ

さんから楽しく学ぶ絵本です。色とりどりのき

のこが描かれていて眺めているだけでも楽し

める、かわいくてちょっと不思議なきのこの魅

力をぎゅぎゅっとつめこんだ１冊です。 

知れば知るほど魅力いっぱいな 

きのこの世界へようこそ！ 

答えは、本を読んでみてください！ 

 

伊勢根付 
おかげ参りが流行した江戸時代に土産物のひとつとして流行ったとされる 

のが伊勢根付である。根付とは、印籠・煙草入れ・鍵などの小物を着物の帯 

に下げるときに留め具として用いられていた小型の木彫品で、素材として象 

牙、木材、角、その他のものがある。関東地方では象牙が多く使われてきたが、伊勢根付は木材の黄楊
つ げ

、中で

も特に粘りと硬さのある伊勢独特の朝熊黄楊を用いているのが特徴となっている。これらの朝熊黄楊は栗、ネ

ズミ、昆虫など自然の動植物を題材として彫っており、特に参宮者には無事帰るという縁起からカエルの彫り

物に人気があった。 

伊勢根付を確立したのは幕末から明治にかけて作を成した名人・鈴木正直といわれており、「正直」の系統は

その子孫たちによって受け継がれている。 

 装飾品として愛好者も多い伊勢根付、現在も受け継がれているその作風に思いを馳せてはいかがだろう。 
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