
 
朝日小学校 6 年生の児童による俳句作品展を展示しています。是非ご来館下さい。 

◆期 間：平成 28 年 2 月 21 日（日）まで 

◆場 所：教育文化施設 1 階インフォメーションプラザ 

 

 

 

 
今年度は、「地域を見つめる－祭礼や風習・習慣から－」をテーマに講演会を開催して

います。第 3 回は「川越町の暮らしと祭～桑名と四日市の狭間で～」と題して、鷹羽 望 氏

（川越町教育委員会生涯学習課）にご講演いただきます。 

 午後 2 時～午後 3 時 30 分 

  

  

  

  

  

  

－展示説明－ 

平成 28 年 2 月 6 日（土）午後 2 時から 

 

・「深梅や」山田三秋         ・「髪梳くが」高橋清斗 

・「うつくしう」穂積永機       ・「柿落る」増田龍雨 

・「薫風や」藤波窓月         ・「春の山」工藤芝蘭子 

・「秋風の」瀬川露城         ・「鍋墨の」寺崎方堂   など 

  ・『摂津名所図会』           ・『絵本異国一覧』 

  ・『海外新話』             ・古萬古 赤絵更紗文銚子  など 

・有節萬古 色絵草花文台付菓子器    ・有節萬古 赤絵山水文急須 

・有節萬古 赤絵窓山水桃花文台鉢 

（2 月 20 日から） 



   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

 

 
 

２月１０日（水）・２４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。 
 

 
 

２月１３日（土）・２７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。 

 
 

「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 

 
 

 「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。 

 一緒に活動して下さる方は、是非 

図書館カウンターまでお越しください。 

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」 

では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） 

 
2月21日（日）11：00～11：30 

２階視聴覚室にて開催！ 

 

 

ねずみのすもう(日本の昔話) 

あなのはなし(ミラン・マラリーク 作) 

王子さまの耳はロバの耳(ポルトガルの昔話) 

 
 

今回のおはなし 



書名 著者名 出版社

イラスト図解経理の超基本 宮森 俊樹 池田書店　 

バスボムレシピ  篠原 由子 河出書房新社

できるPhotoshop Elements 14 樋口 泰行 インプレス

これだけ!微分方程式 古山 竜司 秀和システム

王様ゲーム　深淵8.08  金沢 伸明 双葉社

地球の歩き方　A09 イタリア 「地球の歩き方」編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方　D20 シンガポール 「地球の歩き方」編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

都会(まち)のトム&ソーヤ　８ はやみね かおる 講談社

新編日本古典文学全集　67 井原 西鶴 小学館

書名 著者名 出版社

マンガとレシピでHAPPYクッキング　1巻 ～6巻 粟生 こずえ 学研教育出版

新幹線100点  広田 泉 講談社

和食をつくろう!　1巻 ～3巻 柳原 尚之 教育画劇

よくわかる知的財産権  岩瀬 ひとみ PHP研究所

どーだっ!  長谷川 知子 新日本出版社

恋ってなに? 大野 正人 汐文社

お金があればしあわせなの? 大野 正人 汐文社

どこがあぶないのかな?　4 渡邉 正樹 少年写真新聞社

どこがあぶないのかな?　5 渡邉 正樹 少年写真新聞社

サッカク探偵団 2 藤江 じゅん KADOKAWA

サーティーナイン・クルーズ　21 ジェフ・ハーシュ KADOKAWA

一般書

児童書



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

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

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

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

28 29 27 28 29 30 31

３月のカレンダー2月のカレンダー

◎土・日曜日・春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） 

 ２月２３日（火）はくん蒸作業のため、３月１日（火）は２月分の月末整理のため、 
３月３１日（木）は３月分の月末整理のため、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。 

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 
図書館の中にある椅子や机は、すべて読書や学習に使えるよ。 

ただし図書館の本を利用する人が優先されるよ。 
また、下のカレンダーに載っている学習室開放日には、 

学習室があいているから、持込で勉強をしに来た。 
という人は、学習室を使ってね。 

図書館の外にある机や椅子も学習に使えるから、 
上手に使い分けてたくさんの人が使えるように 

譲り合って使ってください。 
 

Ｑ 読書や学習のできる場所はあるの？ 

 ｢みえ森と緑の県民税」を利用して、県産林を活用した屋外ベンチ、エントランスの 
机・イス、図書館の展示台を購入しました。 
 木の香りや肌触りを感じながらおくつろぎください。 
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