
・水谷立仙画「塩田図」        ・水谷立仙画「梨に雀図」 

・水谷立仙画「日月図」        ・水谷立仙画「東下り図」 

 

・『橘の昔語』  ・「村尽国尽」       ・渓斎英泉画「〔天神図〕」 

・天神机     ・橘守部筆『仮字提要』  ・橘守部愛用「豆斑硯」 

・『実語童子』  ・『商売往来絵字引』   ・『江戸往来』 

・『〔陶法書〕』 ・『〔注文下絵帳〕』 ・有節萬古 色絵福面皿  

・有節萬古 色絵松竹梅文片口鉢 

7 月 16 日（日）をもって、朝日中学校 3

年生の生徒による俳句作品展「未来の俳人た

ち」が無事閉会いたしました。たくさんのご

来場ありがとうございました。 

また本年度は開館 20周年を記念し、朝日町長賞などを設けて受賞作品を選出させていた

だきました。6月 29日（木）の表彰式では、受賞者へ賞状と副賞のトロフィーが贈られま

した。 

◆朝日町長賞 横山美優さん 

「食卓を 彩るたけのこ 祖母の味」 

◆朝日町教育長賞 谷愛佳さん 

「梅雨の葉の 水滴光る 真珠かな」 

◆朝日町歴史博物館長賞 古川郁哉さん 

「耳元で 音楽かなでる 蚊の合唱」 

    ☆朝日中の皆さん、素敵な作品をありがとうございました！ 

 

 

 

 

 
今年度は、海（伊勢湾）との係わりから見た、三重の歴史・文化を紹介します。第 1 回

は縣拓也氏（海の博物館）を講師にお招きし、「鳥羽志摩の海女～海女さんが国の重要文

化財になりました～」と題してご講演いただきます！ 

●日 時：平成 29 年 9 月 16 日 (土 ) 午後 2 時～午後 3 時 30 分 

●場 所：教育文化施設 2 階視聴覚室     ＊無料、事前申し込み不要 

教育文化施設は今年で 開館２０周年 を迎えます！これからも２０周年記念
として魅力ある事業を実施していきますので、今後の情報をお待ちください。 
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夏休み映画会 

『虹色ほたる』 
８月１５日（火） 

１４：００～１５：４５ 
２階 視聴覚室 

入場料・申込み不要 

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! 

おはなし会 
８月１２日・２６日（土） 

１５：００～１５：３０ 
おはなしの部屋 

夏休みどこ行こう？ 

全国の観光パンフレット大集合！！ 
８月３0日（水）まで 

全国の観光パンフレットを無料配布！ 

赤ちゃんタイム 
８月９日・２３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。 

絵本を使わず耳で楽しむ 
特別なおはなし会です 

かにかに、こそこそ(日本の昔話) 
四人のなまけもの(中国の昔話) 

指輪(スペインの昔話) 
ひねくれもののエイトジョン(アメリカのむかし話) 

ストーリーテリング 
８月２０日（日） 

１１：００～１１：３０ 
２階 視聴覚室 

広瀬恒子氏講演会 

子どもたちにおはなし会のたのしさを 
９月２０日（水） 

１０：３０～１２：００ 
２階 視聴覚室 

 

申込期間 ８月１０日（木）～定員になり次第終了 

定員 20名（託児 ５人） 
※託児は8月30日（水）まで 

参加費 無料 

申込方法 図書館カウンターに申込用紙を提出 

       お電話にての受付も行っています。 
 

読み聞かせボランティア、ご家庭での読み聞かせについて

より詳しく学びたい方、必見の特別講演！ 



書名 著者名 出版社 分野

無敵の思考 ひろゆき 大和書房 生き方

全国公共宿舎ガイド 実業之日本社 旅行

るるぶ埼玉　'18  JTBパブリッシング 旅行

地球の歩き方　C11 　オーストラリア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

定年後 楠木 新 中央公論新社 時事

Zooっとたのしー!動物園 小宮 輝之 文一総合出版 自然

眺望絶佳の打ち上げ花火 金武 武 玄光社 化学

クローゼットは３色でいい 杉山 律子 KADOKAWA 服飾

美女は飽きない 林 真理子 マガジンハウス エッセイ

ダマシ×ダマシ 森 博嗣 講談社 小説

パーマネント神喜劇 万城目 学 新潮社 小説

書名 著者名 出版社 分野

マングローブ生態系探検図鑑 馬場 繁幸 偕成社 植物

動物たちを救うアニマルパスウェイ 湊 秋作 文研出版 自然

危ない誕生日ブルーは知っている 藤本 ひとみ 講談社 小説

かいけつゾロリのかいていたんけん 原 ゆたか ポプラ社 小説

５秒後に意外な結末　ミノタウロスの青い迷宮 桃戸 ハル 学研プラス 小説

キャベたまたんていきょうりゅう島でききいっぱつ 三田村 信行 金の星社 小説

サラとピンキー パリへ行く 富安 陽子 講談社 小説

おさるのよる いとう ひろし 講談社 小説

へんしんテスト あきやま ただし 金の星社 絵本

一般書

児童書

暑い夏は、ゾッとするような怖い話で涼をとりませんか？ 
江戸時代から夏といえば怖い話がおなじみで、 

『東海道四谷怪談』や『牡丹灯籠』など、現在でも有名なお話が舞台で演じられていたそうです。 

小天狗たちと一緒に、大天狗先生の授業を一
緒に受けてみませんか？ 

妖怪を生み出した歴史の闇 
様々な妖怪の特徴や逸話が書かれています。 

児童書 
 

  『大天狗先生のマル秘妖怪学入門』 
富安 陽子／著  少年写真新聞社 

怪談話でおなじみの稲川淳二さんが 
大学時代の先輩から聞いた怖い話など、 
たくさんの身の毛もよだつ恐怖体験が 

詰まった一冊。  

一般書 
 

  『稲川淳二の眠れないほど怖い話』 
稲川 淳二／著 竹書房 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

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

９月のカレンダー8月のカレンダー

Ｑ 
Ａ 

◎土・日曜日、夏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） 

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」 
  「がけやま」では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 
◎ストーリーテリングの会「フォンターナ」 
  スリ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。 
  活動日・・・５・８・１１・２月の第３日曜日（他にも活動日あり） 
◎「ぽかぽか絵本」 
  「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 
 
 
 

お盆休みはいつですか？ 

お盆休みはありません。 

普段どおり、月曜日と祝日がお休みだよ。 

また、今年の７月から祝日の土曜日・日曜日が 

開館しているから、ぜひ来てね。 

（年末年始はお休みだよ） 

８月３１日（木）は８月分の月末整理のため、博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。 
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