
朝日中学校 3 年生の生徒による、俳句作品展を開催しています。是非ご来館下さい。 

◆場 所：朝日町教育文化施設 1 階インフォメーションプラザ 

◆期 間：平成 28 年 7 月 17 日（日）迄 

 

 

 

【こぼれ話】ちょっとビックリ？ 江戸時代の旅の心得 

 江戸時代後期の文化 7 年（1810）に刊行された『旅行用心集』（八隅蘆庵著）には、以下

のような旅の心得が記されています。 

 狐狸の所意とて、忽ち道を失ひ、或ハ昼を夜となし、或ハ川なき

所を川となし、門なき所に門を鎖（とざす）の類、其外種々様々の

奇怪をなすことあらば、先（まず）心を落着て、たばこを呑歟（か）、

休む歟（か）して、元来る道を考見るべし。 

つまり、キツネやタヌキに化かされないための対処法を説いているので

す。『旅行用心集』はひじょうにまじめな旅行マニュアルなのですが、現

代人の感覚からするとときどき「えっ！？」と思うようなことも書かれ

ていて興味深いです。 

 

 

 

・「東海道五十三次」          ・柳行李 

・橘守部著『土佐日記舟の直路』     ・矢立 

・斎藤拙堂著『月瀬記勝』        ・煙草入れ  他 

・十返舎一九著『東海道中膝栗毛』 

【展示紹介】  
時代の移り変わりとともに、旅の目的や方法、手段は

多様化しつづけています。昔の人々にとって旅は一体ど

のようなものだったのでしょうか。今回の展示では浮世

絵や旅の道具、近世以前の紀行文などを通して現代とは

異なる「昔の旅」の様子をご紹介します。 

  

・古萬古 赤絵草花文振出       ・有節萬古 赤絵楓文巾筒 

・有節萬古 象耳赤絵山水文花瓶 

 

 

 
今年度は、「食から見た三重の歴史・文化」をテーマに講演会を開催しています。第 1

回は「映像にみる三重の食」と題して、大川吉崇 氏（大川学園理事長）にご講演いただ

きます。 

 午後 2 時～午後 3 時 30 分 

  



   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
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が
い

 

  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 

 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 

 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） 

赤ちゃんタイム 
 

７月１３日（水）・２７日（水）  

１０：００～１２：００ 
 

２７日には乳幼児向けおはなし会 

（１０：００から２０分程度）も開催します 
 

工作教室 

目がくるくるまわる貯金箱を作ろう 
 

８月３日（水） １０:００～１２：００ 

講師：図書館職員 

対象：小学校低・中学年 

定員：２０名（先着順） 

参加費：無料 

会場は２階視聴覚室です 

小学校２年生以下のお子様は保護者同伴でお越しください 

申込期間：７月９日（土）～７月１７日（日） 

申込用紙はあさひライブラリーで配布しています。また、朝日町ＨＰからもダウンロードが可能です 

おはなし会 
 

７／９（土）・２３（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！ 
 

夏休み、どこ行こう？ 
全国の観光パンフレット大集合 

 

８月３０日（火）まで 

教育文化施設１階ロビー 
 

観光パンフレットと合わせて、 

図書館の本もぜひご利用下さい。 

手作り絵本教室 

のびる絵本を作ろう 
 

７月２２日（金） １３:００～１６：００ 

講師：亀山絵本と童話の会 

対象：幼児～一般 

定員：３０名（先着順） 

参加費：１５０円（材料代） 



書名 著者名 出版社 分野

戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング 東京創元社 図書館

発掘された日本列島　２０１６ 文化庁 共同通信社 歴史

るるぶ長崎　’１７ ＪＴＢパブリッシング 旅行

地球の歩き方　Ａ２９　北欧 ダイヤモンド･ビッグ社 旅行

ラトヴィアを知るための４７章 志摩 園子 明石書店 海外

ゴーマニズム宣言ＳＰＥＣＩＡＬ　民主主義という病い 小林 よしのり 幻冬舎 政治

ブラック化する保育 大川 えみる かもがわ出版 子育て

機能性野菜の科学 佐竹 元吉 日刊工業新聞社 食品

クライ・ムキのお直しの本 クライ・ムキ 日本文芸社 裁縫

すぐに使える！土・肥料・鉢 ＮＨＫ出版 ＮＨＫ出版 園芸

主夫のトモロー 朱川 湊人 ＮＨＫ出版 小説

神奈備 馳 星周 集英社 小説

代体 山田 宗樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説

書名 著者名 出版社 分野

知里幸恵物語 金治 直美 ＰＨＰ研究所 伝記

ニッポンの刑事たち 小川 泰平 講談社 警察

小学生の自由工作パーフェクト　低学年編 成美堂出版編集部 成美堂出版 工作

小学生の自由工作パーフェクト　高学年編 成美堂出版編集部 成美堂出版 工作

あらしをよぶ名探偵 杉山 亮 偕成社 小説

理科室の日曜日　ハチャメチャ運動会 村上 しいこ 講談社 小説

こんばんはあおこさん かわかみ たかこ アリス館 絵本

やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかや みわ 白泉社 絵本

児童書

一般書

 ７月４日は、アメリカ合衆国の独立記念日となっています。また、５月には、オバマ大統領がサミットで伊

勢志摩や、被爆地である広島を訪問したことも話題になりました。そこで今月はアメリカに関する本を特

集しました 

一般書 
 

「アメリカ南部の家庭料理」  

アンダーソン 夏代 アノニマ・スタジオ 
  

 フライドチキンやパンケーキなど、日本の食卓になじ

むアメリカ南部料理のレシピを紹介。そして、供され

方や歴史的経緯なども紹介されているので、アメリカ

南部の食文化も知ることができます。 

児童書 
 

「席を立たなかったクローデット」  

フィリップ・フース 汐文社  
 

 人種差別の激しかった、１９５０年代のアラバマ州

モントゴメリ。空席がなくなると、黒人は白人に席を譲

らなければならない現状にはじめて「まちがっている」

と声を上げた、頭のいい１０代の少女の物語。 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31

8月のカレンダー7月のカレンダー

学習室開放日 休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

 ８月２日（火）は７月分の、８月３１日（水）は８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、夏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 

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。   

 

先月もお知らせした通り、小学生向けと中学生向けの課題図書は 

７月１日（金）から貸出期間が１週間と短くなります。 

延長もできないので気をつけてください。 

６月中に予約していても、貸出手続きが７月１日以降になった場合は 

貸出期間は１週間となります。 

また、予約図書の取り置きも３日間とさせていただきます。 

できるだけ多くの方に利用していただくためですので 

ご協力をお願いします。 
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