
 

 

 

・古萬古 色絵小皿           ・雪水軒茶静編『俳諧職業尽』 

・栗田真秀画「陶弘景聴筝図」     ・栗田真秀画「日の出猪之絵」 

・栗田真秀画「寿老人」        ・栗田真秀画「観世音菩薩之絵」 

  ・『和語本草綱目』          ・『毛詩品物図考』 

・『小品考』             ・『博物新編補遺』 

・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 

 

《平成 27年度企画展「真秀と立仙の活躍した時代―復古大和絵派と円山四条派―」終了》 

《平成 27 年度文化教養講座「地域を見つめる－祭礼や風習・習慣から－」》 

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

きました。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した。多くの方々にご参加いた

だき、ありがとうございました。 

毎回アンケートには、様々なご意見・ご感想をいただいております。「今後も続けてい

って欲しい」といったご意見など、大変ありがたく思っております。来年度もテーマを

替えて開催する予定です。後日、ポスターやチラシなどでお知らせ致しますので、是非

ご参加下さいますよう、よろしくお願いします。 



３月１２日（土）・２６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。 

３月９日（水）・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。 

４月１日（金） 

１４：００～１５：３０ 

「こねこ」 

教育文化施設２階 視聴覚室 

入場無料・予約不要 

かわいい子猫が大活躍！ 

いたずら好きな子猫チグラーシャは、ある日、

見知らぬ町へ連れて行かれました。 

無事にお家へ帰れるのでしょうか？ 

猫たちの演技にも注目の映画です。 

３月２３日（水） 

１０時から２０分程度 

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。 

 非常食の展示や防災に関するリーフレットの配布、東日本大震災

に関する本の紹介をします。震災から５年を迎え、改めて東日本大

震災について考えてみませんか。 

 また、数に限りはありますが、賞味期限切れ間近のカンパンの配

布を行います。（お１人１缶まで・なくなり次第終了） 

開催期間：３月１１日（金）～１８日（金） 

 ２月６日の「聞かせ屋。けいたろう」さんによる絵本ライブでは、ウクレレの演奏や歌、楽

しい絵本の読み聞かせにたくさんの親子の笑い声で会場が盛り上がり、とても楽しい時間

となりました。聞かせ屋。けいたろうさんは、絵本を介して親子が触れ合える楽しみ方のヒ

ントを教えてくれたのではないでしょうか。 

 図書館では絵本ライブで読んでいただいた絵本や、聞かせ屋。けいたろうさんおすすめ

の絵本を紹介していますのでご家庭での絵本選びの参考にしてみてください。 



書名 著者名 出版社

日本の町並み　上巻 苅谷 勇雅 山川出版社　 

倒れるときは前のめり  有川 浩 KADOKAWA

図説世界史を変えた50の戦略 ダニエル・スミス 原書房

バルカンを知るための66章 柴 宜弘 明石書店

トコトンやさしい液晶の本 鈴木 八十二 日刊工業新聞社

地球の歩き方　D16 東南アジア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社

王とサーカス 米澤 穂信 東京創元社

午後には陽のあたる場所 菊池 桃子 扶桑社

赤毛のアンナ 真保 裕一 徳間書店

真実の10メートル手前 米澤 穂信 東京創元社

役員になれる人の「日経新聞」読み方の流儀 田中 慎一 明日香出版社

不安やストレスに悩まされない人が身につけている７つの習慣 武神 健之 産学者

余命3カ月のガンを克服した私が食べたもの 高遠 智子 祥伝社

本音で生きる 堀江 貴文 SBクリエイティブ

ヒマラヤ漂流 夢枕 獏 KADOKAWA

書名 著者名 出版社

新しい制度マイナンバーがよくわかる！ 2 フレーベル館

アカンやん、ヤカンまん 村上 しい子 BL出版

マザー・テレサ 相良 憲昭 集英社

世界の人びとに聞いた100通りの平和 シリーズ3 伊勢崎 賢治 かもがわ出版

企業内職人図鑑 9 機械・金属加工 こどもくらぶ 同友館

くだものいっぱい！おいしいジャム 石澤 清美 ひさかたチャイルド

児童書

一般書

 ３月になり、春の陽気が感じられるようになってきました。 

 春は桜やチューリップ、たんぽぽなどのたくさんの花が咲くのも楽しみな季節です。 

 そこで、今月は「花」をテーマに本を特集しましたので、ぜひご覧下さい。 

『みぢかなしぜんではやくちことば くさばなのまき』 

平田 昌広／作 講談社 

 早口言葉がたくさん載っているので、この本でぜ

ひ挑戦してみましょう！ 

 絵本の最後のページには、花が見られる時期な

ども載っています。暖かくなってきたら、早口言葉の

花を見つけにいくのも楽しいかもしれません。 

『桜ブック』 

草土出版 

 もうすうぐお花見の季節がやってきます。 

 お花見の行き先は決まりましたか？ 

 この本には、桜の種類の他にも桜の名所がたくさ

ん紹介されています。 

 今年はいつもと違う場所へお花見にいってみては

いかがでしょうか？ 



 

　　

　　

　　

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

４月のカレンダー３月のカレンダー

 ３月３１日（木）は３月分の月末整理のため、４月２８日（木）は４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。 

◎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） 

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。   

がけやまさんの 

おはなし会を 

一緒に聞きました。 

夜から図書館の 

たんけん。 

それまで、 

おやすみなさい。 

あの本はどこにあるのかな？ 

さがしてみよう！ 

これ、１回やって 

みたかったんだ。 

みんなしゅうごう！ 

おともだちが 

たくさんできたよ。 

 図書館のカウンターで皆さんをお出迎えしている白いクマのぬいぐるみ「司書クマ」ちゃん。実はこ

の司書クマちゃん、みんなが帰った後の夜の図書館で本の整理をしたりとこっそりお手伝いしてくれ

てるらしいんです。今年も司書クマちゃんが、ぬいぐるみたちを図書館にご招待しました。いったい夜

の図書館では何が起きていたのでしょう・・・。 
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