
※「●」の行事は申込不要・無料です。 

「★」の行事は事前申込が必要です。 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 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） 

 

 ４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     

 

小俣図書館カレンダー 

 ５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  

 

〒519-0505 伊勢市小俣町本町 2 番地  

（電話）0596-29-3900 （FAX）0596-29-3902 

〈HP〉http://iselib.city.ise.mie.jp/ 

〈Twitter〉@ObataKosodate（全て半角英字） 
伊勢市立小俣図書館   

図書館だより 

2019年４月１日発行  

 

●４月 20 日（土）午後３時～ 

2019 年度こどもの読書週間関連行事 

花さかおはなし会 

みんなのおすすめ本が花になるよ！ 
＜１階・おはなしのへや＞ 

春の絵本の読み聞かせを行います。その後、好きな本を選んで

花びらカードにみんなのおすすめの本を書いてもらいます。 

みんなで楽しく読書の木に花を咲かせよう！ 

※みんなが咲かせた読書の木は５月 12日（日）まで 

児童コーナーに掲示します。 

 

★４月 20日（土）～2020年３月 30日（月） 

読書ラリー参加者募集 

読んだ本のタイトルと感想などを用紙に書きためて、楽しみな

がら読書記録を書いていこう。たくさん読んだ人には㊙プレゼ

ントがあります。 

（申込み）４月 20日（土）から、直接小俣図書館へ 

 ※期間中いつからでも始められます。 

 

●４月 27日（土）午後２時 30分～ 

みんなで絵本を作ろう！企画第 11弾 

『いちごちゃんとベリーくんの 

すうじでかくれんぼ！！』発表おはなし会 

＜１階・おはなしのへや＞ 

今年３月の「みんなで絵本を作ろう！企画」で描いてもらった

絵が１冊の絵本になりました。今回は、いちごちゃんとベリー

くんが、数字の世界でかくれんぼをするおはなしです。世界で

１冊のオリジナル絵本を読み聞かせします。 

 

●４月 13日（土）～５月９日（木） 
学校図書館との連携展示開催 

＜１階・カウンター前＞ 

学校司書が編集発行した『Ｒ本』（高校生に薦めたい小説をテ

ーマごとにまとめた冊子）に掲載されている作品のうち、小俣

図書館所蔵の本を展示します。同時に、学校図書館について学

校図書館司書部レファレンス研究会が作成したポスターも掲

示します。この機会に、学校図書館の活動をぜひご覧ください。 

 

小俣図書館 図書館行事 ごあんない 
 

●４月 11日（木）午前 11 時～  

赤ちゃんおはなし会 ＜２階・会議室＞ 
  

●４月 13日（土）午後３時～ 

たんぽぽおはなし会 ＜１階・おはなしのへや＞ 
 

●４月 21日（日）午前 11 時～ 

ピッポの会・紙芝居 ＜１階・おはなしのへや＞ 
 

●４月 27日（土）午後３時～ 

図書館おはなし会＆工作 ＜１階・おはなしのへや＞ 

お話の後、折り紙でこいのぼりを作ります。 

（対象）３歳～小学生（就学前の子どもは保護者同伴） 
 

●４月６日（土）午後２時～ 

上映会 ＜２階・視聴覚室＞ 

「トムとジェリー ジェリー街へ行く」《アニメ・60 分》 
 

●４月 20日（土）午後２時～ 

上映会 ＜２階・視聴覚室＞ 

「ロビン・フッドの戦い」《日本語吹替・94 分・大人向け》 
 

 

 

 

 

●４月 13日（土）～５月９日（木） 

東浦奈良男写真展 ＜２階・ギャラリー＞ 

※最終日は午後３時まで 

 



           「上 映 会」 
 

《日時》４月１４日（日）午後２時～ 

《場所》２階・視聴覚室 

『おしりたんてい  
ププッとかいけつ！ 
おしりたんていとうじょう！』 

                                〈アニメ 上映時間60分〉 

 

 

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） 

           

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 5 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

99 19

お

0 

20 21 22 23

四 

24 25

6 

 

26 27 28 29 30 31  

 

＊伊勢図書館・休館日カレンダー＊ 

＜インターネット予約について＞ 
 
 

4月 1日（月）午前 9時より従前には予約不可であった貸出

可能資料も含めて伊勢図書館・小俣図書館・各分室すべての

資料に予約が入れられるようになりました。 

（雑誌最新号、持出禁止資料は除く） 
※詳しくは伊勢市立図書館ホームページをごらんください。 

《日時》５月～２０２０年２月の第４火曜日 

午前１０時～（全１０回） 

《場所》２階・視聴覚室 

《対象》乳幼児とその保護者 

《内容》 

毎日の子育てに「昔話」や「わらべ歌」、「手遊び」を

いかしてみませんか？ 

絵本の紹介や読み聞かせなど、赤ちゃんの成長に合わせ

たお話をします。参加者同士の交流の場にもなります。 

《講師》堀川美子さん（紙芝居文化の会運営委員） 

《定員》３０組（先着順）  

《申込》４月６日（土）午前９時から、 

    直接カウンター・電話・ＦＡＸで伊勢図書館へ 

   ※妊娠されている方は申込なしで随時受講できます。 

 

 

 

 

「あかちゃんえほんの

じかん」は、毎月 

第４木曜日です。 

 

お気に入りのぬいぐるみと一緒におはなしを聞いて、 

ぬいぐるみをお泊りさせてみませんか？ 

夜の図書館で、ぬいぐるみたちはどうやってすごすのかな？ 

何かステキなことが起こる予感！ 

はなてらすちゃんといせわんこも来てくれます♪ 
 

 《日時》  

４月２８日（日）午前１０時～ 

    ２９日（月・祝）午後２時～ 

 《場所》2 階・視聴覚室 

 《対象》両日参加できる３歳～小学 6 年生 

   ※就学前の子どもは保護者同伴 

 《内容》  

  2８日(日)･･･ぬいぐるみは図書館におとまり 

    2９日(月・祝)･･･ぬいぐるみのお迎え 

 《定員》 ２０人（先着順） 

 《申込》 4 月６日（土）午前９時から、 

      直接カウンター・電話・FAXで伊勢図書館へ 

ぬいぐるみが決まっている場合は、申込時にお知らせください。 ※  

 

 

ぬいぐるみのおとまり会 

    「あかちゃんえほんのじかん」 
 

  《日時》４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♪ 

 

えほんの 

よみきかせ 

かみしばい 

など 

  「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 

４月６日／おにいさん、おねえさん による おはなし会 

４月１３日・２０日・２７日 

 ／おはなしプーさん による おはなし会 
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平成 31（2019）年４月１日発行 
 

(編集・発行) 伊勢市立伊勢図書館 
指定管理者／株式会社図書館流通センター 

(住所) 〒516-0076 伊勢市八日市場町 13-35 

(電話) 0596-21-0077  (FAX) 0596-21-0078 

(ホームページ) http://iselib.city.ise.mie.jp/ 

 

「施設抽選会（７月～９月分）」 
《日時》４月２６日（金）午前 10時～ 

 （開場は午前 9時 30分～） 

《場所》2階・視聴覚室 

４月  

日 月 火 水 木 金 土 
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☆こどもの読書週間・関連行事☆ 



 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

〔一般書〕           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔児童
じ ど う

書
しょ

〕ともだちいろいろ 

春
はる

、出会
で あ

いの季節
き せ つ

。あたらしいおともだちできるかな？ 

おともだちといっても、いろいろ。住
す

んでいる国
くに

がちがったり、ワニやきつねだったり！ 

今月
こんげつ

はいろいろなおともだちの本
ほん

を紹介
かい

します。 
 
 

★ 「世界のともだち」シリーズ 01～36 （偕成社） 

★ ともだちはわに （村上しいこ／作 田中六大／絵 WAVE 出版） 

★ なやみと～る１ 友だち関係のなやみ （北川雄一／監修 梶塚美帆／文 つぼいひろき／絵 岩崎書店） 

★ うさこちゃんとたれみみくん （ディック・ブルーナ／ぶん・え まつおかきょうこ／やく 福音館書店） 

 

〔ヤングアダルト〕「どこからツッコんだらいい！？エンドレスおバカワールド」 
ちょっとユウウツなニューライフ。しんどいな、っと思ったらこの本をめくってみて。 

「えっなにその顔…」「ちょ、どういうことなん！？ツッコミが追いつかへん！」 

がんばりすぎて疲れた心に、じんわり笑いが沁みてくよ。 
 

 （一般書） ●男子（梅佳代／著 リトルモア） 

       ●アーブル美術館「大贋作展」（アーブル美術館／著 ユナイテッドヴァガボンズ） 

 （児童書）  ●もうぬげない（ヨシタケシンスケ／作 ブロンズ新社） 

      ●ぼくのともだちカニやまさん（ニシワキタダシ／作・絵 PHP 研究所） 

●天女銭湯（ペク・ヒナ／作 長谷川義史／訳 ブロンズ新社） 

元号とは年につける称号のことで、一般的には年号と呼ばれています。 
中国を中心とする東洋の漢字文化圏に広まった紀年法で、 

前漢の武帝のときに始まりました。 
 

日本では６４５年に「大化」と号したのが最初です。 
それ以降「平成」まで２４７の元号が使われました。 
最も長く続いたものは「昭和」で６２年１４日。 

最短は四条天皇の時代の「暦仁（りゃくにん）」で、わずか７３日間です。 
 

元号に使われる漢字の多くは、中国の書物から取られてきました。 
なかでも『書経（しょきょう）』からは特に多くの言葉が引用されました。 

「平成」や「昭和」もその中に含まれます。 
 

元号には今まで、７２種類の漢字が使われています。 
最も多く使われた漢字は「永」― 

“時への命名”である元号にふさわしい文字です。 
 

平成に続く新しい元号は… 
 

新たな時代の到来です。 
 

 
 

◎元号 全 247総覧（山本博文／編著 悟空出版） 

◎元号 年号から読み解く日本史（所功・久禮旦雄・吉野健一／著 文藝春秋） 

◎皇室入門（椎谷哲夫／著 幻冬舎） 

〈児童書〉 

◎天皇と元号の大研究（高森明勅／監修 PHP 研究所） 

history of japan⑥ 

世界 36か国のおともだちのくらしがわかるよ！ 

元号 ―時への命名― 
 

わにのきよしくんのほかにもきつねにアリクイに… 

シリーズ 1作目です。 

 
 

★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。 



 

                                       

「本の夢 本のちから」 
椎名誠／著 新日本出版社 

―伊勢の博覧会― 

HISTORY OF EXPOSITION IN ISE 

 

近代日本の幕開けとともに西洋からやってきた「博覧会」。 

新しい時代を迎え、伊勢でもいくつもの博覧会が開催されました。 

 

〔山田博覧会〕明治六年（１８７３）３月～５月…山田大世古町の元御師龍大夫邸を会場に、度会県と神宮司庁が 

共催で開催。内外宮の神宝をはじめ数千種の物品が陳列された。三重県下最初の博覧会で全国的にも早い時期にあたる。 
 
 

〔御遷宮奉祝神都博覧会〕昭和５年（１９３０）３月～５月…前年の第５８回式年遷宮を記念して神都公会堂前（現宇

治山田駅前）で開催された。主催は宇治山田市。昭和天皇即位の大礼（昭和３年）があったため御物館（大礼記念館）、

歴史館、国産館を主要会場とし、連日大盛況を収めた。博覧会終了後、御物館、歴史館はそのまま残され、 

神都記念館として戦時中まで一般公開された。 

 

 

〔平和博覧会〕昭和２３年（１９４８）３月～５月…観光産業の復興をめざして、宇治山田市と宇治山田商工会議所が

共同主催。伊勢志摩が国立公園指定を受けたこと（昭和２１年（１９４６））を機に開催。 

中央会場（徴古館を中心とした倉田山一帯）、西会場（宇治山田駅と周辺）、外宮前会場、宮町会場（宮町駅前）の 

四会場で行われ、盛況のうちに幕を閉じた。 

 

 

〔御遷宮記念お伊勢博覧会〕昭和２９年（１９５４）３月～５月…第５９回式年遷宮（昭和２８年（１９５３））奉祝

と、伊勢志摩地域の各種産業・観光・文化を広く紹介し、向上を図るため、宇治山田市と宇治山田商工会議所主催で 

開催。会場は近鉄宇治山田駅前会場と倉田山公園会場の二ヶ所で、前回の規模をはるかにしのいだ。 

 

 

〔伊勢参宮博覧会〕昭和３３年（１９５８）３～５月…伊勢商工会議所主催。伊勢神宮ご鎮座１９６０年奉賛、 

伊勢商工会議所創立３０周年記念事業として開催。小規模であったが充実した内容であった。 

 

  ２０２５年万国博覧会の大阪開催が決まりました。大阪での万博開催は１９７０年以来、５5 年ぶり２回目。 

また国内での開催は２００５年愛知万博以来、２０年ぶり６回目となります。 

 

【参考図書】 

・伊勢市史 第 4巻 近代編、第 5 巻 現代編（伊勢市／編集 伊勢市）       

・伊勢市史（伊勢市／編纂 大和学芸図書） 

・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） 

・北岡善之助 伊勢の博覧会男（郡長昭／文 高橋道弘／編 伊勢志摩編集室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本の美しい小学校」 
山崎鯛介・小林正泰・立花美緒／著  

エクスナレッジ 

伊勢の博覧会は、「ふるさとの
風」で詳しく紹介する予定です。 

著者の数々の旅行（冒険）を述懐し、それに絡んだ本に見せ

られた夢、本によって与えられた力を振り返る。 

書下ろしではないが、読み進めるとまた新鮮に聞こえてくる

のが不思議な椎名ワールドである。自らの読書歴とそれぞれ

の時代を振り返るお手本になるかもしれない。 

伊勢の文化 A to Z 


