
 

 

 

【10 月 16 日(日)まで】 

 

・栗田真秀画「大滝図」   ・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』 ・「戌歳日記」  ・「疱瘡見舞帳」 

・本郷正豊編『医道日用重宝記』   ・水野義尚編『朱雀経験 養生辨 後編』 

・岡本一抱撰『和語本草綱目』    ・橘 守部筆『箱根日記』草稿 

 

・有節萬古 小向神社棟込瓦         ・有節萬古 雪輪赤絵菓子器 

・有節萬古 赤絵山水文菓子器  

   

 

 

本展示会では、歴史にあらわれた「自己」に着目し、近代 

以前の歴史資料や絵画・文学などに表現されている自己の形 

を、多様な文化財を通して展示・解説します。 

 

 

■日時：  午後 2 時～ 

■講師：吉田 悦之 氏（本居宣長記念館館長） 

※聴講無料、申込不要（先着順） 

 
初代森有節作自刻像 

（町指定有形文化財） 

 
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 2 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 

  



   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

 

 

１０／８（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! 

 

１０／１２（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。 

雑誌・図書リサイクル会 
 

１１月３日（木） ９：００～１３：００ 

場所：２階視聴覚室 
 

２０１３年１１月～２０１４年１０月に受け入れした雑誌（例外あり） 

＊先着順 

＊同一タイトル１人１冊まで 

＊廃棄図書もお譲りします 

＊お客様の入場状況によっては制限を解除することもあります 

詳しくは館内掲示物をご覧下さい 



書名 著者名 出版社 分野

はじめてのパソコンのイラッをズバリ！ 解決 村松 茂 秀和システム パソコン

はじめてのエクセルのイラッをズバリ！ 解決 Ｓｔｕｄｉｏノマド 秀和システム パソコン

花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 小榑 雅章 暮しの手帖社 出版

オーガスト流 ３０日で体が１０歳若返る食事 オーガスト・ハーゲスハイマー 講談社 健康

電動アシスト自転車を使いつくす本 疋田 智 東京書籍 自転車

まんが政治vs.政治まんが 佐藤 正明 岩波書店 まんが

親子で学ぶ音楽図鑑 キャロル・ヴォーダマン 創元社 音楽

何様 朝井 リョウ 新潮社 小説

猫と漱石と悪妻 植松 三十里 中央公論新社 小説

狩りの時代 津島 佑子 文藝春秋 小説

書名 著者名 出版社 分野

学研まんがＮＥＷ世界の歴史別巻１　世界遺産学習事典 世界遺産アカデミー 学研プラス 歴史

よくわかる警察 倉科 孝靖 ＰＨＰ研究所 警察

よくわかる税金 新井 明 ＰＨＰ研究所 税金

根っこのえほん２ 中野 明正 大月書店 植物

試合で勝てる！小学生の柔道上達のコツ５０ 朝飛 大 メイツ出版 柔道

６年１組黒魔女さんが通る！！０１ 石崎 洋司 講談社 小説

ダーウィンと旅して ジャクリーン・ケリー ほるぷ出版 小説

プーさんとであった日 ソフィー・ブラッコール 評論社 絵本

ラマダンのお月さま シーリーン・アドル 解放出版社 絵本

ひまなこなべ どい かや あすなろ書房 絵本

一般書

児童書

 １８７２年（明治５年）の１０月１４日、日本で最初の鉄道が開通したことを記念して、この日は「鉄道の日」とされて

います。また、１９６４年（昭和３９年）の１０月１日、日本の鉄道を代表する存在である新幹線が開通しました。そこ

で、今月は鉄道に関する本を特集しました。 

一般書 
 

東海圏の鉄道のすべて 

ＰＨＰ研究所編 ＰＨＰ研究所 
 

 東海地方で活躍する鉄道の概要だけでなく、廃止され

た路線や、今ではもう見ることのできない懐かしい車両

や駅の様子も掲載しています。また、この地方にある鉄

道博物館も紹介されています。 

児童書 
 

みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 

飯田 守著 講談社 
 

 開業から５０年、東海道新幹線の安全を守ってきた、

新幹線のお医者さんである「ドクターイエロー」。そんな

「ドクターイエロー」のひみつをさぐる旅にみなさんをご案

内します。 



 

　　

　　
　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

１１月のカレンダー１０月のカレンダー

◎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） 

１０月１８日（火）～１０月２８日（金）は蔵書点検、企画展準備のため、１１月１日（火）は１０月分の月末整理の

ため、１１月３０日（水）は１１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」：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」：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」：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 
 

 
 

 図書館は、１０月１８日（火）から２８日（金）まで、蔵書点検（ぞうしょ

てんけん）のためお休みだよ。蔵書点検では、本があるかどうかのか

くにんや本だなのそうじ、古い本のいれかえなど、長いお休みでない

とできないことをたくさんやるよ。みんなに会えないのはざんねんだけ

ど、図書館にとってひつような休みだからゆるしてね。そのかわり、お

休みの前には、いつもより本が長く借りられるから、ぜひ図書館に来

てね。 
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