
 ８月１０日（木）、教育文化施設にて子ども体験博物館を開催しました。今回

は、地元の小学生たちが和紙を使っての和本づくりに挑戦しました。 
和本の歴史は古く、この日の体験の題材となった“和綴じ本” 

の起源は千年以上も遡ると言われています。 
 教室の冒頭には、実物の和本として当町ゆかりの国学者・ 
橘守部の書籍に触れていただくこともできました。和本づく 
りでは、針と糸を使って紙を綴じこんでいく作業もあり、 
子どもたちは悪戦苦闘しながらも、最後には世界に一つの 
和本を見事に作り上げることができました。 
 これからは、本の作成も DIY の時代かな？ 
 多くのご参加ありがとうございました。 

文化教養講座「伊勢湾の歴史と文化」 
第 1 回 「 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～ 」 

日 時：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     事前申し込み不要・無料 
講 師：縣 拓也 氏（海の博物館） 

 
・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』 

 
・有節萬古 紅葉文食籠 ・有節萬古 刷毛目水指 ・古萬古 鉄絵鯱文茶碗 

 
 

 
 

 

 
 
 今回の講師は、濵口恵実さん（金沢大 4 年;写真

左）と野呂紗代美さん（中京大 3 年;写真右）にお

願いしました。2 人とも博物館実習として朝日町

歴史博物館に学びにきた、学芸員の卵であります。 
 今後のご活躍を期待しています。 



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 
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！ 
 

申込期間 ただ今受付中！（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）で受付を終了しました。 

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 

       お電話での受付も行っています。 
 

乳幼児向けおはなし会 
９月２７日（水） 

１０：００～（２０分程度） 

児童書コーナー 
赤ちゃん向けのおはなし会です。 

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。 

９月２３日（祝・土）開館のお知らせ 
土日が祝日にあたる場合、開館することになりました。 

そのため、９月２３日（土）は祝日ですが、開館いたします。 
ぜひ、お越し下さい！ 

おはなし会 
９月９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 

赤ちゃんタイム 
９月１３日・２７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。 

上映会 
「キング・コング」 

１０月５日（木） 

１０：００～１１：４０ 

教育文化施設２階 視聴覚室 

入場無料・予約不要 

モノクロ・日本語字幕で上映します！ 

蔵書点検のお知らせ 
１０月１７日（火）から１０月２７日（金）まで 

蔵書点検のため、休館いたします。ご了承ください。 

   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ください。  

        ・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ください。 

        ・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ください。 

お
ね
が
い

 

1933年制作 
アメリカの映画 



書名 著者名 出版社 分野
死ぬほど読書 丹羽 宇一郎 幻冬舎 読書
なぜか「クセになる」ホテル東横インの秘密 荻島 央江 日経ＢＰ社 観光業
Ａｉｒｂｎｂ Ｓｔｏｒｙ リー・ギャラガー 日経ＢＰ社 観光業
なんとめでたいご臨終 小笠原 文雄 小学館 医療
温泉の科学 西川 有司 日刊工業新聞社 自然科学
その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの見つけかた 松橋 利光 大和書房 動物学
お咒い日和 加門 七海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ おまじない

るるぶ徳島鳴門祖谷渓 2017 JTBパブリッシング 旅行
るるぶにっぽんの水族館 JTBパブリッシング 旅行
地球の歩き方 Ｂ16 カナダ 2017～18 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行
ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ大東亜論 第3部 明治日本を作った男達 小林 よしのり 小学館 社会
まるごとアコギの本 山田 篤志 青弓社 音楽
ネタ元 堂場 瞬一 講談社 小説
ＡＸ 伊坂 幸太郎 KADOKAWA 小説
弥栄の烏 八咫烏シリーズ6 阿部 智里 文藝春秋 小説
宮辻薬東宮 宮部 みゆき他 講談社 小説
祝言島 真梨 幸子 小学館 小説

書名 著者名 出版社 分野
ずかん海外を侵略する日本＆世界の生き物 今泉 忠明 技術評論社 いきもの
校内限定彼氏 2 姫りんご 双葉社 小説
まねきねこだ！！ 高畠 那生 好学社 絵本
仮名手本忠臣蔵 吉田 愛 講談社 絵本
このママにきーめた！ のぶみ サンマーク出版 絵本
おつきみバス 藤本 ともひこ 鈴木出版 絵本

９月２０日から２６日まで「動物愛護週間」です。お家でペットを飼ったりしていて動物が好き

という方も多いと思います。そこで、今月は改めて動物のことを知ってもらおうと「動物」を

テーマに本を集めました。ぜひ手にとってみて下さい。 

一般書 

もしもあのどうぶつと暮したら！？ 
小菅正夫／著 新星出版社 

親子で楽しむこどもペット塾 
勝俣和悦／著 明治書院 

動物園にいるライオンやゾウたち。もし、この動物

達を家で飼うとしたら、どんなお世話をしたらいい

のでしょうか？その疑問は、この本を読むと分か

ります！さらに意外な動物が実は家でも飼えるこ

とが分かるので面白いと思います。 

犬やネコをみて、お家で飼えたらいいなあと思っ

たことはありますか？でもペットを飼うためには、

色々な心がまえや準備が必要です！ペットを飼

いたいと思ったら、まずこの本を読んでみてくださ

い。 

児童書 





 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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10月のカレンダー９月のカレンダー

Ｑ 

◎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。   

 
❁「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 
 
 
 

自転車で来たらどうしたらいいですか？ 

１０月３日（火）は９月分の月末整理のため、１０月１７日（火）から２７日（金）は蔵書点検のため、１０月３１日（火）

は１０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。 

Ａ 
自転車で来たら必ず駐輪場にとめよう！ 

他の人に迷惑にならないように、 

きちんと奥から整列して並べてね。 

鍵をかけるのを忘れないで！！ 

詳しくは図書館 
までお問合せく 
ださい。 



    開放時間 ま      発行 朝 町教育文化施設     
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