
 

 
 

 

 

開館 20 周年記念企画展 

(日)

 

 

 

 

 秋の深まりとともに今年も開催が近づいてまいり

ました。 

 心のかよう作品を書きたいと懸命に励んでおりま

す。 

 秋のひとときに「書の世界」を味わっていただけ

たらと、皆様の御越しを心よりお待ち申し上げます。 

流芳書道会会員一同 
 

◆と き：平成 29 年 11 月 24 日(金)～26 日(日) 

9：30～17：00（最終日 16：00 終了） 

◆ところ：朝日町教育文化施設  

1・2 階エントランスホール 

 

《記念講演》 

■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－縄生廃寺跡出土舎利容器の歴史的位置づけ－」 

■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） 



赤ちゃんタイム

１１／８・２２（水）

１０：００～１２：００

場所：図書館
赤ちゃんと一緒に

図書館をお楽しみください。

おはなし会

１１／１１・２５（土）

１５：００～１５：３０

場所：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

１１：００～１２：００
１１月１９日（日）

場所：２階視聴覚室

今回のおはなし
お月さまの話(創作)
舌きり雀(日本の昔話)

二ひきのよくばり子ぐま(ハンガリーの民話)
三枚のお札（日本の昔話）

ヤギとコオロギ(イタリアの昔話)
まぬけなトッケビ（韓国の昔話）

絵本を使わず耳で楽しむ

特別なおはなし会です

※プログラムは当日変更になる

場合がございます。

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

乳幼児向けおはなし会
１１／２２（水）

１０時から２０分程度

場所：図書館
赤ちゃんを対象にしたおはなし会です。

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。

大好評のため、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。

第１部は３歳までのお子様に
第２部は４歳以上のお子様にお勧めです。

１１月１８日（土）
第１部 １０：３０～１１：００

絵本ライブ

第２部 １１：２０～１１：５０

場所：２階視聴覚室
定員：各６０名

～１１月１２日（日）

５種類の分野の本を読んでスタンプを集めよう！
今年は、開館２０周年を記念して、

オリジナルカードケースをコンプリートされた方、
先着１０ 名様分ご用意しました！

それ以外の方にも期間中、
ちょっとしたプレゼントを差し上げます！

５スタンプラリー

※台紙は図書館カウンターにて配布しています。

G o !

定員になり次第受付を終了いたしますので、
事前にお電話等で確認をお願いします。



書名 著者名 出版社 分野

100歳まで元気でいるための歩き方&杖の使い方 西野 英行 翔泳社 健康

分県登山ガイド 23 三重県の山 金丸 勝実 山と渓谷社 旅行

ベラルーシを知るための50章 服部 倫卓 明石書店 文化

毎日かあさん１４ 西原 理恵子 毎日新聞出版 エッセイ

池上彰の世界の見方 中東 池上 彰 小学館 社会

頑張りすぎな人がまだ知らない勝手に幸せがつづく方法 大木 ゆきの 大和書房 教訓

「めんどくさい」がなくなる台所 足立 洋子 SBクリエイティブ 料理

昭和の思い出ドリル 篠原 菊紀 主婦の友社 娯楽

この世界の私をそこから見たら CHIE 講談社 小説

教場０ 長岡 弘樹 小学館 小説

悪道　５巻 森村 誠一 講談社 小説

湖底の城　８巻 宮城谷 昌光 講談社 小説

星星の火２ 福田 和代 双葉社 小説

孤軍 笹本 稜平 双葉社 小説

アルゴリズムえほん １ 松田 孝 フレーベル館 情報

中学生の悩みごと 高濱 正伸 実務教育出版 生活

ボタニカム キャシー・ウィリス 汐文社 自然

ルラルさんのだいくしごと いとう ひろし ポプラ社 絵本

地震がおきたら かなざわ まゆこ ＢＬ出版 絵本

パジャマでぽん！ くぼ まちこ アリス館 絵本

あのときの カレーライス 伊藤 秀男 講談社 絵本

ぞろりぞろりとやさいがね ひろかわ さえこ 偕成社 絵本

児
童
書

一
般
書

『○○の秋』と言われると、皆さんは○○の部分にどのような言葉を当てはめますか？

読書、スポーツ、行楽、食欲･･･などなど人によって思い浮かぶ言葉は様々だと思います。

今回は、１１月２４日が日本で初めてオペラが上演された、オペラの日にちなんで『音楽の秋』を特集します。

音楽の 仕組みを絵で楽しみながら
知ることのできる目で楽しむ音楽 絵本!

音楽や歌が好きな子はぜひ読んでみて!!

児童書
『ブルー・アイランド先生のがくふのほん 』

青島 広志／え・ぶん ネット武蔵野

オペラは難しそうってイメージがありませんか？

この本は、オペラの基本や作品を紹介した、

オペラを楽しむための入門書です。

一般書
『オペラ鑑賞ガイド』

小学館



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

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

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

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

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

31

12月のカレンダー11月のカレンダー

◎土・日曜日・冬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。

Ａ

Ｑ

「がけやま」

「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。

活動日：第２・第４土曜日

「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

ストーリーテリングの会

「フォンターナ」

「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（他にも活動あり）

教育文化施設で忘れ物をしたかも･･･
と思った時は

どうすればいいですか？

図書館のカウンターにきて、
職員の人に落し物が届いていないか

聞いてね。
落し物や忘れ物の保存期間は

半年だから気がついたら、
早めに聞きに来てね！

１１月３０日(木)は月末整理のため、１２月２８日（木）～１月４日（木）は年末年始のため、休館いたします。
１１月２８日（火）～１２月１日（金）は企画展撤収作業のため、博物館のみ臨時休館いたします。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。
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