
 

・栗田真秀画「古狸観月図」          ・水谷立仙画「双鶏図」 

・有節萬古 緑釉徳利              ・天神萬古 煎茶具 

 

・『稜威道別』草稿    ・橘冬照筆「〔伺書〕」 ・『旧事紀直日提要』草稿 

・橘守部著『稜威言別』 ・『稜威言別』草稿   ・橘冬照筆「〔新刻奉伺御書付〕」 

・『歴朝神異例』草稿   ・『稜威雄誥』     ・橘純一編「穿履集選」 

・橘守部筆「述心緒遣悶長歌の末に」詠草 

 

・古萬古 色絵瓢形仙盞瓶 ・古萬古 赤絵見込青磁茶碗 ・古萬古 青磁雪輪盃台 
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を終え、4月 15日（土）に開館いたしました。開館当日には、約６０名の 

来館者がありリニューアルした資料館を観覧いただきました。 

館内は、当時の村役場を感じていただけるよう、空間を活かした展示を目ざ

しました。今後は、２階スペースの所蔵品の展示替えや各種講座等を開催し、 

たくさんの方に親しんでいただける場所と 

なるよう活用していきます。 

〈開館日〉 

毎週水・土曜日 

午前１０時 

 ～午後４時 

（祝日を除く） 



   

上映会 
５月１２日（金） １０：００～１１：３０  ２階視聴覚室 

「シャーロック ピンク色の研究 」 ※予約不要・申込不要 

 

おはなし会 
５月１３日・２７日（土） １５：００～１５：３０ おはなしの部屋 

５月１０日・２４日（水） １０：００～１２：００ あさひライブラリ－ 
 

５月２４日（水） １０：００～（２０分程度） あさひライブラリ－ 

赤ちゃんタイム 

乳幼児向けおはなし会 

   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

 

ストーリーテリング 

王子さまの耳はロバの耳(ポルトガルの昔話 ) 

二ひきのよくばり子ぐま(ハンガリーの昔話) 

オオカミと七ひきの子ヤギ(グリムの昔話) 

  
 

赤ちゃんと一緒にお楽しみ下さい。 

   
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！ 

５月２１日（日） １１：００～１１：３０ ２階視聴覚室 
   

絵本を使わず 

耳で楽しむ特別な 

おはなし会です。 

読書週間  「好きな世界を探そう！」 

投票期間：４月２３日（日） ～５月１２日（金）  

結果発表：５月１３日（土）～  

５色に色分けされた本の世界から、 

自分の好きな世界を選んで桜の木に 

その色の花を咲かせよう！ 



書名 著者名 出版社 分野

税制改正まるわかり！ 山本 守之 税務経理協会 財政

印鑑・印紙・契約書の基本がわかる本 齋藤 健一郎 自由国民社 民法

はじめまして、子どもの権利条約 川名 はつ子 東海教育研究所 福祉

からだと筋肉のしくみ 有川 譲二 高橋書店 解剖

老眼&白内障完全ガイド 朝日新聞出版 病気

トコトンやさしいアミノ酸の本 味の素株式会社 日刊工業新聞社 衛生

あした死んでもいい暮らしかた ごんおばちゃま 興陽館 生活

日本の美しい庭園図鑑 大野 暁彦 エクスナレッジ 園芸

角野栄子の毎日 いろいろ 角野 栄子 KADOKAWA 文学

血 新堂 冬樹 中央公論新社 小説

夜姫 新堂 冬樹 幻冬舎 小説

書名 著者名 出版社 分野

日本と世界のくらし 住 日高 真吾 汐文社 習慣

根っこのえほん ４  根研究学会 大月書店 理科

ストップ!ゲーム依存３ 藤川 大祐 汐文社 病気

にんじゃざむらいガムチョコバナナ００４ 原 ゆたか KADOKAWA 小説

たんぽぽのおかあさん いもと ようこ 金の星社 絵本

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ジャーヴィス BL出版 課題図書（低）

くろねこのどん 岡野 かおる子 理論社 課題図書（中）

チキン！ いとう みく 文研出版 課題図書（高）

円周率の謎を追う 鳴海 風 くもん出版 課題図書（中学）

フラダン 古内 一絵 小峰書店 課題図書（高校）

児童書

一般書

茶摘の歌でも有名な、立春から数えて八十八夜の５月は、おいしいお茶の季節でもあります。 

この時期のお茶は新茶と呼ばれ、飲むとその年健康に過ごせる。という言い伝えもあります。 

そこで、図書館では、さまざまなお茶や、お茶に関する本を集めました。 

 

「アリスのふしぎな夢」  

ルイス・キャロル／作  西村書店 

      「茶楽 世界のおいしいお茶、 

        完璧な一杯のためのレシピ」 

 世界で国の垣根をこえ愛されているお茶。こ

の本では、お茶の紀元や歴史、世界のお茶の

いれ方などを、わかりやすく綴ってあり、一冊

でお茶について幅広く知ることができます。  

 

ティーパーティといえば、三月ウサギ、帽子

屋、ヤマネらによる、おかしなお茶会ので

有名な「不思議の国のアリス」のお話は欠

かせません。この本は絵本なので、読み聞

かせやお茶のお供に。 

ジョセフ・ウェズリー・ウール／著  ガイアブックス 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

６月のカレンダー5月のカレンダー

 ５月２日（火）～５月５日（金）は祝日のため、 
 ５月３１日（水）・６月３０日（金）は月末整理のため、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。 

◎土・日曜日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） 

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。   

Ａ 

Ｑ 月末整理って何ですか？ 

月の最後の日（その日が土日、休館日の 

時はその翌日）が月末整理の日だよ。 

月末整理日は、図書館をお休みして、 

開館中にはできない資料の移動や 

コーナーの変更、おはなしのへやの 

模様替えなどをしているよ。  

 図書館で絵本の読み聞かせ 

 （おはなし会）を行っています。 

 活動日・・・第２・第４土曜日 

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 

 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） 

活動に興味のある方は、

あさひライブラリーまで 

お問い合わせください。 
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