
  

              

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 回「桑名市図書館を使った調べる学習コンクール」結果 

 

 

●桑名市立中央図書館 
桑名市中央町三丁目 79 ☎0594-22-0562／FAX0594-22-0795 

●ふるさと多度文学館 
桑名市多度町多度二丁目 24-1 ☎0594-48-7000／FAX0594-48-7002 

●長島輪中図書館 
桑名市長島町源部外面 337 ☎0594-41-1040／FAX0594-41-1044 
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年末年始休館と貸出期間延長のお知らせ 

【図書館利用にあたってのお願い】 

図書館をご利用される際はマスクの着用やアルコール消毒を利用するなどして 

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力をお願いいたします 

（アルコール消毒液は、図書館内に設置しています） 

今年も桑名市立中央図書館、ふるさと多度文学館、長島輪中図書館、をご利用いただきありがとうご

ざいました。桑名市立図書館の、年末年始は下記のとおり休館となります。新年の開館日は、各館で

異なりますので、お間違いのないようご注意ください。 

また、年末年始休館に伴い、貸出期間を延長します。ぜひご利用ください。 

 

 

桑名市では「図書館を使った調べる学習コンクール」地域コンクールを開催しています。 

第 16 回目となる今年度は市内の小学生から 88 点のご応募をいただきました。 

10 月に行われた最終審査会の結果、最優秀賞 1 作品、優秀賞 1 作品、奨励賞 20 作品（うち地

域賞 1 作品同時受賞）が決定しました。そして 11 月 20 日（金）には、入賞者の方の表彰式が

開催されました。上位入賞作品（最優秀賞・優秀賞の計 2 作品）は、現在、全国コンクールに出

品されており、審査が行われています。 

 

 

桑名市立中央図書館 ▶休館期間 12 月28 日（月）～1 月3 日（日） 

 

桑名市立中央図書館 ふるさと多度文学館 長島輪中図書館 

12 月 14 日（月）から 12 月 27 日（日）に借りる図書・雑誌・・・・３週間の貸出 

12 月 21 日（月）から 12 月 27 日（日）に借りるＣＤ・ＤＶＤ・・・2 週間の貸出 

 

 ふるさと多度文学館 
長島輪中図書館館   

▶休館期間 12 月28 日（月）～1 月4 日（月） 

 
12 月 15 日（火）から 12 月 27 日（日）に借りる 

すべての図書館資料（図書・雑誌・ＣＤ・ＤＶＤ）・・・３週間の貸出 

 

休館期間と貸出期間延長について 

★休館中に図書をご返却いただく際は、桑名市立中央図書館・ふるさと多度文学館・長島輪中図書館のいずれかの

返却ポストをご利用ください。 

★CD・DVD、大型絵本、市外図書館借受本、「ゆめはま文庫」は返却ポストをご利用いただけません。 

 

大山田南小学校 4 年生 
平井愛花理さん 「ウサギは鳴くの？鳴かないの？」 

益世小学校 3 年生 
村田颯真さん 「インドサイの牙はなぜあるのか-てっていちょうさ-」 

奨励賞 

精義小学校 1年 内山さわ さん  大山田南小学校 1年 平井理菜 さん 

多度東小学校 2年 伊藤彩葉 さん  大成小学校 2年 岡本光  さん 

大成小学校 2年 濵口美空 さん  益世小学校 2年 服部弘太郎 さん 

益世小学校 2年 山口真希奈 さん  立教小学校 3年 伊藤清太郎 さん 

益世小学校 3年 宮城嗣久 さん  益世小学校 3年 小木曽奨真 さん 

星見ヶ丘小学校 3年 山中葵月 さん  星見ヶ丘小学校 4年 稲森知洋 さん 

大成小学校 4年 築舘怜 さん  大成小学校 4年 辻咲衣 さん 

久米小学校 5年 藤原あい さん  大山田北小学校 5年 植田大智 さん 

大成小学校 6年 野村紗奈 さん  益世小学校 6年 伊藤誠大 さん 

大山田東小学校 6年 渡邊和奏 さん    

 

地域賞 
 ・ 
奨励賞 

大成小学校 6 年生 
髙田康叶さん 「高塚山古墳と桑名の氏族」 

  

 

最優秀賞 

優秀賞 

ステキな作品をたくさんありがとうございました。 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月のおはなし会のご案内 

 

●桑名市立中央図書館  桑名市中央町三丁目 79         ☎0594-22-0562  FAX：0594-22-0795  ｜開館時間｜午前９時から午後 9時まで   ｜休館日｜毎週水曜日 

●ふるさと多度文学館  桑名市多度町多度二丁目 24-1   ☎0594-48-7000  FAX：0594-48-7002  ｜開館時間｜午前９時から午後５時まで   ｜休館日｜毎週月曜日・祝日（月曜日が祝日の場合は翌日も）・毎月最終水曜日 

●長 島 輪 中 図 書 館    桑名市長島町源部外面 337      ☎0594-41-1040  FAX：0594-41-1044  ｜開館時間｜午前９時から午後５時まで   ｜休館日｜毎週月曜日・毎月最終水曜日 

 

桑名市立中央図書館 

読み聞かせのほか、紙芝居や工作、手遊び、わらべうたなどもお楽しみいただける会もあります。 

 

場所：中央図書館 3 階児童コーナー「おはなし室」 

○午前 11 時からのおはなし会 

▶3 日（木）・7 日（月） 

ふるさと多度文学館 場所：ふるさと多度文学館 1 階「おはなしのへや」 

○おはなし会  

・・・ 読み聞かせ会さんによるおはなし会です 

▶12 日（土）・26 日（土）・ 

いずれも午後２時から 
 

○おひざでえほん 

・・・０歳～未就学児のお子さんと保護者向けのおはなし会です 

▶4 日（金）・16 日（水） 午前 10 時 30 分から 

長島輪中図書館 場所：長島輪中図書館 1 階「おはなしコーナー」 

○おはなし会 

・・・小さなお子さんから小学生まで参加者に合わせた内容で行います 

▶毎週土曜日 午前11時から※対象年齢なし 
  

○45678（しごろなや）のおはなし会   

▶12日（土）※毎月第２土曜日 午後2時から ※対象年齢４歳～ 

※４歳未満のお子さんでもご参加いただけます 

   

 

 

○午後 2 時からのおはなし会 

▶5 日（土）・12 日（土）・19 日（土） 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加人数の制限や、 

利用券の提示をお願いする場合があります。 

ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

当面の間中止いたします。 

当面の間、完全予約制です 

おはなし会の予定は、状況により変更する場合がございます。 

事前予約制で個別に読み聞かせを実施しますので、希望される方は、ぜひご予約ください。 

 

☆読み聞かせは図書館スタッフが行います。 

☆土曜日 午前11時から午後4時までの間で1グループ 

20分程度です。 

☆読んでほしい本のリクエストがあれば、できる限り 

ご希望に添えるよう準備します。 

 

予約は直接または、電話で長島輪中図書館へ。 

（☎41-1040） 

※ 参加についてのお願い 

・必ず前日までに予約してください。 

・おはなし会にはマスクを着用してく

ださい。 

・おはなし会開始前には検温を行いま

す。 

 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

ゆめはま文庫の貸出を行っています 

桑名の懐かしい写真・資料を探しています 

 
中央図書館 「昭和の記憶」収集事業でご提供いただいた資料は、図書館資料として

保存するとともに、「昭和の記憶」収集資料展での展示、ホームページ

への公開、桑名市の事業などで活用させていただいています。 

ご家庭に眠る昭和時代の写真などをお持ちの方は、ぜひ桑名市立中央図

書館までご連絡ください。 

桑名市立中央図書館 ふるさと多度文学館 長島輪中図書館 

○利用について 

利 用 対 象 ：桑名市内にお住まいの方 

貸 出 期 間 ：２週間 ※延長も可能です 

貸出及び返却場所：市内 3 か所の図書館カウンター  

     離乳食教室（初期・中期、後期・完了期）終了後 メディアライヴ 2 階ロビー 

     子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」ロビー （月１回） 

 

子育て中で、初めての絵本や乳幼児期にどんな絵本を読んであげればよいか悩まれる保護者の方、

また、なかなか図書館まで足を運べない保護者の方向けに、乳幼児向けの絵本（５冊）をセットに

した「ゆめはま文庫」の貸出を行っています。 

0 歳～２歳の年齢に応じた絵本５冊を１セットにしたものを、‟ゆめはまちゃん“が描かれた可愛

らしい専用のバッグに入れて貸し出します。 

お子様の年齢ごとに、昔から親しまれているロングセラー絵本や、成長に寄り添う絵本をセット

にしています。ぜひご家庭での読み聞かせにお役立てください。 

 

 

○種 類 
０歳向け：A セット・B セット 
1 歳向け：Aセット・B セット・C セット 

2 歳向け：Aセット・B セット・C セット 

 

＼ステキな絵本セット／ 

●時代：戦前～昭和40年代頃までに、撮影および発行されたもの 

 

●紙資料の場合：絵葉書、戦前の桑名市の刊行物、チラシ、会社案内、

観光ガイド、鳥瞰図、自治会資料など 

●古写真の場合：桑名市内各地域の町並みや風景・建物のほか、 

行事や当時の生活のようすが写されたもの 

収集対象 

セルフ座席予約システムの予約と利用方法 

中央図書館 

持ち込み学習スペース席数と利用時間 

2 階:講習室   18 席 

 

3 階:南側閲覧席 32 席  終日  9:00～21:00 

4 階:閲覧席   24 席  終日  9:00～21:00 

 

スマホやパソコンで桑名市立中央図書館座席予約シ

ステムにアクセス。 

https://kuwana-library.jp/kcl_reservation.html 

 

令和2 年12 月3 日より、持込学習できる席を対象に「セルフ座席予約

システム」（以下、「システム」）の運用を開始いたします。中央図書館で持 

システムを使用し予約・利用できる方 

桑名市立図書館共通利用券をお持ちの方。 
 

※ただし、裏面に記載してある 

名前の本人に限ります。 

【注意】Web 予約、予約確認・取消、 

予約確定、当日予約、退席すべての機能に利用券が必

要となりますので、利用の際は必ずお持ちください。 

平日  9:00～16:30 
土日祝 9:00～20:30 

 

※1 いずれのスペースも、予約できる「時間枠」を設けています。 

※2 コロナウイルス感染拡大防止のため、座席を減らしています。 

※3 毎週木曜日は、当面の間、利用できません。 

※4 調べもの専用スペースのため、席数が減る場合があります。 

※2 ※3 

 

※4 

  

Web予約 -事前に予約する- 
当日利用を開始する際は、桑名市立中央図書館内の

セルフ座席予約システム端末で WEB 予約確定の手

続きが必要です。 

予約内容を確認・取消したい時は、メニュー画面で

【予約の確認・取消】ボタンを押すと、予約内容の

確認や取消手続きができます。 

込学習できるスペースを利用するには館内の端末から桑名市立図書館共通利用券を使った予約が必

要です。また、桑名市立図書館ホームページ内の専用ウェブサイトから事前に予約することもでき

ます。 

 

予約内容確認画面で確定して予約完了 

予約をしたい日付を選択 

予約したいコーナー・時間帯を選択 

図書館利用券番号を入力してログイン 

【注意】・7日前からの予約が可能です。 

・1 人につき、7日間で 1 枠のみの事前予約が可能。 

 

当日、予約を確定する 

【注意】利用開始予定時刻から 20 分が過ぎると、

自動的に予約が取り消されますので、必ず時間内に

予約を確定してください。 

 予約確認・取消 

空席を確認し、予約する。 

館内の座席予約システム端末（3 階ドリンクコーナー

前）で申し込みをする。 

当日予約 –今すぐ利用する- 

予約をしたいスペース・時間を選択 

確定し、レシートを発行 

【予約する】ボタンを押し、利用規約を承諾 

【注意】事前予約している日の当日予約はできません。

事前予約を取消してから当日予約をしてください。 

 

見えるように机上の番号ケースへレシートを入れて

ください。レシートを紛失された場合は、席の利用を

お断りする場合がございます。 

座席についたら 

【注意】・レシートに記載のある席番号に着席してください。 

・マナーを守ってご利用ください。 

 

利用時間の途中で終了する場合は、必ず【退席する】

ボタンから終了手続きをしてください。（館内のセル

フ座席システム端末のほか、スマホやパソコンからも

できます。） 

退席するときは 

第 4月曜日の11時からのおはな

し会は 1月から 10時 30分から

に時間が変更になります。 

https://kuwana-library.jp/kcl_reservation.html

