
 

 

 

【12 月 3 日から】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年度は、食をテーマに三重の歴史や文化について講演会を開催しています。第 2 回（11

月 12 日(土)）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した。多数のご参加ありがとうございました。 

～第 3 回文化教養講座のお知らせ～  

○演題：「斎宮と平安時代の食文化」       ○講師：榎村寛之氏（斎宮歴史博物館） 

○日時：平成 29 年 2 月 4 日 (土 )午後 2 時～  ○場所：教育文化施設 2 階視聴覚室 

 

・水谷立仙画「牡丹図」              ・水谷立仙画「鶏図」 

・水谷立仙画「親鸞上人日野家宿泊之図」      ・水谷立仙画「鶴図」 

・水谷立仙画「十界図」  ・水谷立仙画「鍾馗図」 ・水谷立仙画「高僧説法図」 

 

・『繁千話』 ・『安積沼』 ・『優曇華物語』 ・『昔話稲妻表紙』 ・『本朝酔菩提全伝』 

・『双蝶記』 ・『女達磨之由来文法語』    ・『近世奇跡考』   ・『骨董集』 

 

・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 

 
10 月 29 日(土)～11 月 27 日(日)にかけて、企画展「歴史にみる自己－表現のかたち－」

を開催しました。今回は、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しました。また、

11 月 5 日(土)には、記念講演会「鏡を見る宣長－本居宣長の自画自賛像－」を開催しまし

た。本居宣長記念館館長の吉田悦之氏にご講演いただき、大変貴重なお話が聞けました。 

今回も、多くの方々にご来館いただき、誠にありがとうございました。アンケートには

たくさんのご意見・ご感想をいただきました。今後の参考にさせていただきます。 

   
展示室の様子             記念講演会の様子 

  

  

  



   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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書名 著者名 出版社 分野

ブラタモリ 3 函館 川越 奈良 仙台 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 旅行

ブラタモリ 4 松江 出雲 軽井沢 博多・福岡 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 旅行

地球の歩き方 C06 フィジー 2017～18 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

つくって楽しむわら工芸 瀧本 広子 農山漁村文化協会 産業

着こなし広がる帯を楽しむ便利帖 吉田 アヤ ナツメ社 着付け

だれも知らないアンパンマン やなせ たかし フレーベル館 コミック

恋のゴンドラ 東野 圭吾 実業之日本社 小説

十二人の死にたい子どもたち 冲方 丁 文藝春秋 小説

犯罪小説集 吉田 修一 KADOKAWA 小説

ネットで見たけどこれったホント？ 2　食のメディアリテラシー 北折 一 少年写真新聞社 情報

日本の歴史 集英社版学習まんが 1～20 集英社 歴史

カミカミおもしろだ液学 岡崎 好秀 少年写真新聞社 からだ

ハムスターのすてきなお仕事 あんびる やすこ 岩崎書店 小説

パティシエ☆すばる　おねがい！カンノーリ つくも ようこ 講談社 小説

魔女学校物語 3 友だちのひみつ 石崎 洋司 講談社 小説

100円たんけん 岡本 よしろう くもん出版 絵本

七五三だよ一・二・三 長野 ヒデ子 佼成出版社 絵本

きつねのがっこう いもと ようこ 講談社 絵本

パンダなりきりたいそう いりやま さとし 講談社 絵本

とりかえっことりかえっこ ふくだ じゅんこ 大日本図書 絵本

ふって！ふって！バニー クラウディア・ルエダ フレーベル館 絵本

世界の難民の子どもたち 1～5 難民を助ける会 ゆまに書房 絵本
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

1月のカレンダー12月のカレンダー

Ｑ 今月の特集は 
どこにおいてありますか？ 

◎土・日曜日・冬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」 
「がけやま」では図書館で 

絵本の読み聞かせを行っ

ています。 

活動日：第２・第４土曜日 

「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 

 

ストーリーテリングの会 

「フォンターナ」 
「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（他にも活動あり） 

 

１２月２８日（水）～１月４日（水）は年末年始のため、１月３１日（火）は月末整理のため休館いたし
ます。 
１１月２９日（火）～１２月２日（金）は企画展撤収作業のため、博物館のみ臨時休館いたします。 
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。 

Ａ 
自動ドアに向かって右側の机においてあるよ。 
毎月、テーマを決めて本を特集しているから、 

図書館に来たらチェックしてみてね。 
特集の内容は、図書館のホームページや 
ふれあいの里だよりにも載っているよ。 

貸出もできるから、借りていってね。 
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