
 

・巌谷小波「秋一つ」「笠の数」    ・松島十湖「水に輪を」「三人の」 

・坪田梥雄「鳳輦の」「月に花」    ・千葉兎月「宿取って」 

・杉本幽烏「降ること」「森の上に」  ・倉田行人子「土が息する」「道は無限の」 

 

・月僊画「群仙観月図」 

 

・古萬古 赤絵更紗文銚子        ・有節萬古 黒楽茶碗 

・急須木型   ・有節萬古使用薬研  ・有節萬古使用金秤 など 

 

 
 

 

 

 
2 月 12 日(日)をもちまして、企画展「む

かしむかし－伝説と歴史－」が無事終了いた

しました。多くの方々にご来館いただき、誠

にありがとうございました。 

本展示会では、＜伝説に垣間見える歴史＞

をテーマに、中世から近代までの歴史と伝説

にまつわるさまざまな資料を展示しました。 

また、1 月 22 日(日)・2 月 12 日(日)には、

展示解説を行い多くの方々にお越しいただ

きました。 

アンケートにたくさんのご意見・ご感想を

いただきました。今後の参考にさせていただ

きます。

 

 
展示室の様子 

 
展示解説の様子 

《平成 28年度文化教養講座「食から見た三重の歴史・文化」》 
今年度は、「食から見た三重の歴史・文化」をテーマに講演会を開催してきました。第

3 回は「斎宮と平安時代の食文化」と題して、榎村寛之 氏（斎宮歴史博物館）にご講演

いただきました。多くの方々にご参加いただき、ありがとうございました。 

毎回アンケートには、様々なご意見・ご感想をいただいております。「今後も続けてい

って欲しい」といったご意見など、大変ありがたく思っております。来年度もテーマを

替えて開催する予定です。後日、ポスターやチラシなどでお知らせ致しますので、是非

ご参加下さいますよう、よろしくお願いします。 



   図書館の資料は町民の皆様の貴重な財産です。大切に扱ってください。 

       ・資料を借りるときは必ず貸出手続きを済ませてください。 

          無断持ち出しは絶対にしないで下さい。  

        ・次に読みたい方が待っていますので、返却期限は必ず守ってください。 
        ・資料への書き込みや切り取り等は絶対にしないで下さい。 

        ・資料を紛失・破損または汚損したときは速やかに図書館に届けてください。 
          （状態によっては弁償していただく場合もあります。） 
        ・図書カードはなくさないように大切に保管してください。 
        ・図書カードの貸し借りはしないで下さい。 

お
ね
が
い

 

 
３月１１日（土）・２５日（土） 

１５：００～１５：３０ 

おはなしの部屋 

紙芝居や本の読み聞かせを行います。 

子どもだけの参加も OK 

 
３月８日（水）・２２日（水） 

１０：００～１２：００ 

赤ちゃんと一緒に 

図書館をお楽しみください。 

 
４月１日（土） 

「つづきのおはなし」 「恐竜大進撃」 

  １４：００～１４：３０  １４：３５～１５：１０  

教育文化施設２階視聴覚室 

入場無料・予約不要 

 
３月２２日（水） 

１０：００～（２０分程度） 

児童書コーナー 

乳幼児向けおはなし会を開催します。 

ぜひ、ご参加ください。 



書名 著者名 出版社 分野

肝炎のすべてがわかる本 泉並木 講談社 医学

上海 蘇州 杭州 ブルーガイドわがまま歩き33 実業之日本社 旅行

天空の山旅日記 関口保 山と渓谷社 旅行

なぜ、コメダ珈琲店はいつも行列なのか？ 高井尚之 プレジデント社 ビジネス

地域でいちばんピカピカなホテル 宝田圭一 あさ出版 ビジネス

水草水槽のススメ 早坂誠 エムピージェー 園芸

それでもこの世は悪くなかった 佐藤愛子 文藝春秋 エッセイ

銀の猫 朝井まかて 文藝春秋 小説

墨龍賦 葉室麟 PHP研究所 小説

本を守ろうとする猫の話 夏川草介 小学館 小説

書名 著者名 出版社 分野

モノのはじまりえほん 荒俣宏 日本図書センター 歴史

ストップ！ゲーム依存 1 ゲームにはまる理由 藤川大祐 汐文社 健康

すがたをかえるたべものしゃしんえほん 15 お麩ができるまで 宮崎祥子 岩崎書店 生活

はじめての浮世絵　1～3 深光富士男 河出書房新社 美術

「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹 学研プラス 小説

えらいこっちゃのようちえん ゆーちみえこ アリス館 絵本

リターン 洞くつ壁画のまほう アーロン・ベッカー 講談社 絵本

たまごにいちゃんとたまごねえちゃん あきやまただし 鈴木出版 絵本

ラプンツェル いもとようこ 金の星社 絵本

一般書

児童書

 ４月２１日から５月１４日まで、「お伊勢さん菓子博２０１７」が、伊勢市で開催されます。 

 それに伴い、図書館でもお菓子の本を特集します。 

 また、教育文化施設のロビーでは、お菓子の木型なども展示していますので、ぜひ、お越し下さい。 

『作って伝える郷土ほっこりおやつ』 

江口恵子／著 江原絢子／監修 

赤ちゃんとママ社 
 

 北海道から沖縄まで全国の郷土のお菓子の作り

方が載っています。作り方だけではなく、それらのお

菓子の説明も一緒に書いてあるので、読むだけでも

楽しい本です。 

『ボクがつくった世界のおやつどうぞ！』 

平野恵理子／作 

偕成社 
 

 今まできっと見たこともない世界中のめずらしいお

やつが載っている本です。つくり方も載っているので、

春休みなどを利用して、お菓子作りに挑戦してみて

はいかがでしょうか？ 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

4月のカレンダー３月のカレンダー

「ぽかぽか絵本」では、赤ちゃんに 

読み聞かせをしていただける方を 

募集しています。  
活動日：奇数月第４水曜日、 

         ７・８ヶ月児健康相談日 

◎土・日曜日・春休みは視聴覚室を学習室として開放します。 
   （行事等により利用できない場合もありますのでご了承ください） 
    開放時間：9：00～16：45まで     発行／朝日町教育文化施設   ℡ ０５９－３７７－６１１１ 

学習室開放日 休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

 ３月３１日（金）は３月分の月末整理のため、図書館、博物館ともに休館いたします。 

何卒ご了承ください。 

図書館は多くの方が利用する公共の場です。皆さんが気持ちよく利用できるよう 
ご協力下さい。 

 
○図書館内での飲食やガムを噛む等の行為はお断りします。 

○お子様の館内でのおしゃべり、遊びその他の迷惑となる行為については保護者の方からの 
  ご注意をお願いします。 
○図書館内では、他の利用者の読書の妨げになるため携帯電話の使用を禁止します。 
○ゲーム機等の持込使用は禁止します。また、パソコン、電卓等の操作音で他の利用者に 
   迷惑がかからないようにご注意ください。   

 「がけやま」では、図書館で絵本の 

読み聞かせを行っています。 

 一緒に活動して下さる方は、是非 

図書館カウンターまでお越しください。 

活動日：第２・第４土曜日 

ストーリーテリングの会「フォンターナ」 

では図書館で昔話などを語る活動を 

しています。 

 こどもたちにおはなしの世界を 

いっしょに届けてみませんか。 
活動日：５・８・１１・２月の第３日曜日 

  （他にも活動日あり） 

Ａ 
あさひライブラリーと博物館の共通のホームページがあるよ。 

毎月１回、図書館のカレンダーやお知らせを更新しているから、見てみてね。 
本の予約や貸し出し中の本の確認もできるけど、 

それにはパスワードが必要だよ。 
パスワードは図書館のカウンターで発行してね。 

 

Ｑ 図書館にホームページはあるの？ 

詳しくは図書館のカウンターまでお越し下さい。 
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