
 

・橘守部編『下陰集』         ・橘冬照筆「下陰集序文草稿」 

・「斎藤嘉兵衛様御代官所西葛西領柳島村抱屋鋪表向願書付之覚」 

・〔柳島村年貢納入状・年貢請取状綴〕  ・橘冬照東世子『椎のこやで』  他 

 

・刀（銘「武蔵守藤原兼中」）    ・火縄銃（銘「国友佐五衛門吉次」）        

・火縄銃（銘「江村藤四郎能富」） ・管打式銃  

 

・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 

 

 
 

【10 月 15 日（日）まで】 

 

 

 

 

 

◆会 期  

◆会 場   朝日町歴史博物館 展示室 

朝日町縄生に所在する「縄生廃寺跡」は、昭和 60 年代 

に行われた発掘調査で舎利容器を伴った塔跡が発見され、 

全国的に注目を集めた古代寺院跡です。 

   本企画展では縄生廃寺と関連遺跡の出土遺物を展示。 

縄生廃寺の背景にある朝日町周辺の古代の歴史をご紹介 

します。 

 

 

■日時  平成 29 年 11 月 12 日（日）午後 2 時～ 

■演題 「お釈迦さまの骨を拝むー縄生廃寺跡出土舎利容器の歴史的位置づけー」 

■講師  上原 眞人 氏（公益財団法人辰馬考古資料館館長、京都大学名誉教授） 

※聴講無料、事前申込不要（先着順） 

 

 

 

  

 

 

もうすぐハタチ！～教育文化施設開館 20周年～ 

  朝日町教育文化施設は今から 20 年前の平成 9 年 11 月 1 日に 

開館しました。ちなみに博物館で初めて行われた 

企画展は、開館の翌年に開催された開館 1 周年 

特別展「復興萬古―有節の求めたもの―」です。 



おはなし会 
 

１０月１４日（土）・２８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 
 

１０月１１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！ 

   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

 

雑誌・図書リサイクル会 
 

１１月３日（金・祝） ９：００～１３：００ 

場所：２階視聴覚室 
 

対象：廃棄図書、２０１４年１１月～２０１５年１０月に受入れした雑誌（例外あり） 

       ＊先着順 

＊同一タイトル１人１冊まで（雑誌） 

＊入場・冊数制限あり（状況により解除することもあり） 

詳しくは館内掲示物をご覧下さい 

聞かせ屋。けいたろうさん絵本ライブ 
 

１１月１８日（土）  

第１部 １０：３０～１１：００（３歳くらいまで） 

第２部 １１：２０～１１：５０（４歳くらいから） 

場所：２階視聴覚室 

 

またまた聞かせ屋。けいたろうさんが、あさひライブラリーにいらっしゃいます。 

詳しくは、別紙折込チラシをご覧下さい。 
 
 



書名 著者名 出版社 分野
ここが知りたい！デジタル遺品 古田 雄介 技術評論社 情報管理

アルカイダから古文書を守った図書館員 ジョシュア・ハマー 紀伊國屋書店 図書館

福岡伸一、西田哲学を読む 池田 善昭・福岡 伸一 明石書店 哲学

もっとやりたい仕事がある！ 池上 彰 小学館 職業

命を守る水害読本 命を守る水害読本編集委員会 毎日新聞出版 防災

日本のものづくり遺産Ⅱ 国立科学博物館産業技術史資料情報センター 山川出版社 工業

ちょっとよそ行き 中野 ユカリ 日本ヴォーグ社 洋裁

透明和菓子の作り方 安田 由佳子 文化学園文化出版局 料理

サザンオールスターズ １９７８ー１９８５ スージー鈴木 新潮社 音楽

カルマ真仙教事件　中 濱 嘉之 講談社 小説

R帝国 中村 文則 中央公論新社 小説

神の涙 馳 星周 実業之日本社 小説

明治ガールズ 藤井 清美 KADOKAWA 小説

書名 著者名 出版社 分野
お洋服パーフェクト図鑑 めちゃカワ!!おしゃれガール委員会 新星出版社 おしゃれ

涙倉の夢 柏葉 幸子 講談社 小説

おしりたんてい いせきからのＳＯＳ トロル ポプラ社 小説

アイドル・ことまり！ ２ 令丈 ヒロ子 講談社 小説

暗号クラブ １０ ペニー・ワーナー KADOKAWA 小説

そらの１００かいだてのいえ いわい としお 偕成社 絵本

ねずみくんといたずらビムくん 上野 紀子 ポプラ社 絵本

あそぶ！ ジェズ・オールバラ 徳間書店 絵本

ぼくのねこはどこ? ヘンリー・コール 岩崎書店 絵本

もしかしてオオカミ! ? グレゴワール・マビール 岩崎書店 絵本

一般書

児童書

 秋は柿やぶとう、そしてりんごなど様々な果物が出回る季節です。さらに果物は、ビタミンなどを

豊富に含み、人間に恵みをもたらす存在でもあります。そこで今月は、そんな果物に関する本を

特集しました。 

 スペースをとらず、しかも庭に植えるよりも早く

実がなる鉢で育てる果樹栽培。この本では約３０

種の果樹について、基本情報とともに、植えつけ

から収穫までの３年間を、図解でわかりやすく紹

介しています。 

 この本では、りんごなどのおなじみの物から、野

山や熱帯の果物まで、生まれや育ち、栄養、栽培

方法を写真やイラストで楽しく解説しています。こ

れを読めば、誰でも果物博士になれるかもしれま

せん。 

鉢で育てる果樹 植えつけから実がなるまで 

大森直樹監修 日本放送出版協会 

くだものノート 

いわさゆうこ著 文化学園文化出版局 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

11月のカレンダー10月のカレンダー

◎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 
 

 
 

１０月３日（火）は９月分の月末整理のため、１０月１６日（月）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、１１月３０日（木）は11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。 

 図書館は、１０月１６日（月）から２７日（金）まで、年に１度の蔵書点検（ぞうしょてんけん）のためお休み
だよ。この休み期間中に、本があるかどうかのかくにんや本だなのそうじ、古い本や本を調べるパソコンの

いれかえなど、長いお休みでないとできないことをたくさんやるよ。みんなに会えないのはざんねんだけど、

図書館にとってひつような休みだからゆるしてね。そのかわり、お休みの前には、いつもより本が長く借りら

れるから、ぜひ図書館に来てね。そして、新しいコーナーも出来る予定だから期待しててね。 

詳しくは図書館までお問合せ下さい 
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