
 

 

 

・「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。 

  

・有節萬古 腥臙脂釉菓子器      ・有節萬古 腥臙脂釉飯茶碗 

・有節萬古 青磁草花文煎茶器 

 

 
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 

  

 
中日新聞社三重総局のご協力により、三重県北勢地域の各市町で開催されているお祭り

を写真パネルで展示し、地域の伝統文化を紹介しています。 

○  

○  

 
展示の様子 

 
八王子祭 



夏休み映画会 
８月１７日（水）１４：００～１５：３０ 

「サミーとシェリー 七つの海の大冒険」 
朝日町教育文化施設 視聴覚室 

入場料・申込み不要 

絵本を使わず耳で楽しむ 
特別なおはなし会です 

生け捕られた雷さま(日本の昔話) 

ヤギとコオロギ(イタリアの昔話) 

おおかみと七ひきの子やぎ(グリムの昔話) 

ストーリーテリング 
８月２１日（日） 

１１：００～１１：３０ 
場所：２階 視聴覚室 

赤ちゃんタイム 
８月１０日・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。 

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! 

おはなし会 
８月１３日・２７日（土） 

１５：００～１５：３０ 
おはなしの部屋 

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 

全国の観光パンフレットを無料配布！ 

   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

 



書名 著者名 出版社 分野

図解世界5大宗教全史 中村 圭志 ディスカヴァー・トゥエンティワン 宗教

わたしらしく働く! 服部 みれい マガジンハウス 人生訓

結婚・事実婚・同棲に迷ったときに読む本 黒澤 計男 自由国民社 法律

先生と親のためのLGBTガイド 遠藤 まめた 合同出版 時事

18歳からの政治入門 日本経済新聞政治部 日本経済新聞出版社 政治

はじめてのテラリウム 勝地 末子 エクスナレッジ 園芸

地球の歩き方　C03 　サイパン 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

大人の流儀６ 不運と思うな。 伊集院 静 講談社 エッセイ

玄冬の門 五木 寛之 ベストセラーズ エッセイ

陸王 池井戸 潤 集英社 小説

生還せよ 福田 和代 KADOKAWA 小説

長流の畔 宮本 輝 新潮社 小説

書名 著者名 出版社 分野

トンボをさがそう、観察しよう 新井 裕 PHP研究所 自然

ルルとララのようこそタルト あんびる やすこ 岩崎書店 小説

かいけつゾロリのおいしい金メダル 原 ゆたか ポプラ社 小説

キャベたまたんてい からくりにんじゃやしきのなぞ 三田村 信行 金の星社 小説

これだけは知っておきたい教科書に出てくる
日本の城 　　西日本編

これだけは知っておきたい
教科書に出てくる
日本の城編集委員会

汐文社 建築

一般書

児童書

すぐできる、よくわかる!自由研究中学生の理科
Ｎｅｗベーシック　・　Ｎｅｗチャレンジ

野田 新三 永岡書店 科学

 今年から「国民の祝日」に８月１１日の「山の日」が加わりました。 

山の日は『山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する』日です。 

図書館では山の日にちなんだ本を集めました。 

雪に覆われた富士山や、 
テントの食事、 

満点の星空などを通し、 
山の魅力を教えてくれる 

写真絵本。 

児童書 
 

  『富士山にのぼる』 
石川直樹 ／著  教育画劇 

子どもの年齢に合わせ、 

山を安全、快適に楽しむための 

ノウハウが書かれた、 

子どもと自然を楽しみたい人に 

お薦めの一冊。  

一般書 
 

  『子どもと楽しむ山歩き』 
上田泰正／著 山と渓谷社 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

９月のカレンダー8月のカレンダー

Ｑ 
A 

◎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 

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３１日（水）は８月分の、９月３０日（金）は９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 
 

 
 

朝日町のことを調べるとき、 
どこを探したらいいですか？ 

古松文庫という部屋の中。 
入って右の棚の上に朝日町に関する資料があるよ。 

古松文庫の中の本は、貸出ができないから、 
調べものをするときは、時間に余裕をもってきてね。 
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