
 
 

 

【博物館あれこれ】 
8 月 26 日(金)に、子ども体験博物館を行いました。今回は「昔のメモ帳づくり教室」と題

して、和本を作りました。和本は、和紙（半紙）を二つ折りにして重ね、表紙で挟み一片を

糸で綴じた本のことです。和紙（半紙）を糸で綴じる作業に少し苦労しながらも、一生懸命

つくりました。 
また、同時期に博物館実習を行っており、実習中の大学生には博物館事業の一つとして、

子どもたちの指導役をかねて一緒に体験していただきました。 

・栗田真秀画「月秋草図」   ・栗田真秀画「水辺三日月図」 
・栗田真秀画「月紅葉山水図」 ・栗田真秀画「猩猩図」  ・栗田真秀画「紅葉図」 
・栗田真秀画「山水図」    ・栗田真秀画「雅楽人図」 ・栗田真秀画「鵜飼図」 

 

・大江匡弼編『増補呪詛調法記大全』   ・一交斎幾丸画「うさぎのはしか退治」 

・水谷立仙画「本居宣長像」       ・橘守部筆『箱根日記』草稿 

 

 
8 月 27 日(土)に、1 回目の文化教養講座を開催しました。今回は「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した。三重県の風土が育

んだ多様な食文化を、映像などをまじえてわかり易くお話していただきました。 
次回は「お雑煮にみる三重の食文化の多様性」と題して、門口 実代 氏（三重県総合博

物館）にご講演いただきます。是非ご来館下さい。 
 午後 2 時～午後 3 時 30 分 
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【今月の展示品】 

『増補呪詛調法記大全』（大江匡弼編

／安永 10 年刊）は、呪い（まじない）

を集めた本です。虫歯を治す・疫病を除

けるといった病気に関するものをはじ

め、日常生活の様々な出来事に対する呪

いのお札や歌・作法が書かれています。 

絵（人の顔）や漢字・記号を組み合わ

せたお札は、とても面白いデザインをし

ています。 



   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。 
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９／１０（土）・２４（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! 

 
９／１４（水）・２８（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。 

 
１０／７（金） 

１０：００～１２：００ 
定員：２０名（先着順） 

参加費：無料 
募集期間：９／１３（火）～９／２９（木） 

申込方法：申込用紙に必要事項を記入し、図書館のカウンターへ提出してください。 
申込用紙は、図書館のカウンターもしくは、朝日町のホームページからダウンロードができます。 

持ち物：定規、ハサミ（テフロン加工のもの）、ブックコートをする本（文庫本） 
 

本の扱い方や本の修理の方法、ブックコートのかけかたなどを体験していただきます。 
興味のある方は、ぜひご参加ください。 

９／２８（水） 
１０：００から２０分程度 
場所：児童書コーナー 

 
乳幼児向けおはなし会を開催します。 

ぜひ、ご参加ください。 



書名 著者名 出版社 分野

トコトンやさしい蒸気の本 勝呂 幸男 日刊工業新聞社 機械

逆説の日本史 22 井沢 元彦 小学館 歴史

るるぶ松江出雲石見銀山 '17 JTBパブリッシング 旅行

一番トクする住宅ローンがわかる本　'16～'17年版 新屋 真摘 成美堂出版 住まい

色弱の子どもがわかる本 カラーユニバーサルデザイン機構 かもがわ出版 医学

撫物語 西尾 維新 講談社 小説

ラヴィアンローズ 村山 由佳 集英社 小説

書名 著者名 出版社 分野
めちゃかわ★おしゃれレッスン ハッピーおしゃれ研究会 ナツメ社 ファッション

おしゃれパーフェクトBOOK めちゃカワ!!おしゃれガール委員会 新星出版社 ファッション

子どものうちに知っておきたい!おしゃれ障害 岡村 理栄子 少年写真新聞社 からだ

君の話をきかせてアーメル ニキ・コーンウェル 文研出版 小説

となりに生きる動物たち 共同通信社写真部 講談社 動物

世界のあいさつことば学 稲葉 茂勝 今人舎 外国語

暗号学 稲葉 茂勝 今人舎 言語

ちびまる子ちゃんの表現力をつけることば教室 2 さくら ももこ 集英社 国語

夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス ほるぷ出版 絵本

一般書

その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼
いかた

松橋 利光 大和書房 飼育

児童書

図解よくわかる女性の尿もれ男性の頻尿をぐんぐ
ん解消する！最新治療と予防法

奥井 識仁

セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ
LGBT支援法律家ネットワーク
出版プロジェクト

弘文堂 社会

日東書院本社 医学

９月１９日は「苗字制定の日」です。 
１８７０年のこの日に、一般の市民も苗字がもつことができるようになりました。 
この日にちなみ、図書館では「名前」に関する本を特集しました。 
人の名前だけではなく、星や雨など様々な名前に関する本も集めましたので、ぜひご覧下さい。 

「やまとことば50音辞典」 
高村史司／著 飛鳥新社 

 
「あ」から「ん」までの全ての音の解説が載っています。 
こちらの本を読んで、自分の名前がもつ音のイメージを 

確認してみるのも面白いと思います。 
 

「色の大研究4」 
日本四季彩研究所／監修 岩崎書店編集部／編  

岩崎書店 
 

例えば、一言で「赤色」と言っても、身の回りにはたくさんの

赤色がありますね。その赤色たちにもそれぞれ名前があり

ます。この本を読んで、何色と言うのか調べてみましょう！ 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

１０月のカレンダー９月のカレンダー

Ｑ 

A 

◎土・日曜日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） 

９月３０日（金）は９月分の月末整理のため、１０月１８日（火）から１０月２８日（金）は蔵書点検、企画
展準備のため博物館・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 
 
 
 

本が貸出中のとき、予約はできますか？ 

検索用のパソコンの横に、「予約・リクエスト申込書」が置いてあるので、
それを書いてカウンターへ提出してください。 

連絡した日から１週間以内にとりに来てくださいね。 
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