
国学者  橘守部  

・橘守部著『讃江戸歌』 ・橘守部著『山彦冊子』   ・橘守部著『心の種』 

・堀田一知筆「池庵」  ・橘守部著『蓬莱園記』   ・橘冬照筆「〔新宅賀詞〕」 

和本の世界  

・『武道伝来記』    ・『本朝桜陰比事』     ・『けいせい風流杉盃』 

・『傾城禁短期』    ・『当流曽我高名松』 

萬古焼コーナー  

・古萬古 仙盞瓶   ・有節萬古 腥臙脂釉菓子器   ・天神萬古 七福神煎茶器 
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歴史博物館をのぞいてみよう！  

<１１月の展示品 > 

【博物館あれこれ】 

平成 25 年度 企画展「俳文学の世界展」終了 

10 月 13 日(日)をもちまして、企画展「俳文

学の世界展」が無事終了しました。たくさんの

方々のご来館、誠にありがとうございました。 

今回は、江戸文学の一つ「俳諧」について取

り上げました。俳諧の歴史的な流れやその背景、

楽しみ方などを、当時の版本などを通して展

示・解説しました。 

さらに、10 月 5 日(土)には、中嶋 隆氏（早

稲田大学教授）をお招きして「俳諧師の旅」と

題した記念講演会を開催しました。 

また、アンケートにもご協力いただき、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

 

－ 第 14 回 流芳 書 作 展 ご 案内 －  

◆ と き：平成 25 年 11 月 12 日（火）～17 日（日） 

◆ ところ：朝日町教育文化施設 

エントランスホール 1・2 階 

秋冷の候、このころになると、今年も後 2 ヶ月と

数え出します。気ぜわしくなる前の心地良い秋のひ

とときを、書を楽しみながらこの一年を振り返って

みてはいかがでしょうか。皆様お誘い合わせて、お

越し下さい。（流芳会一同） 

 
日長不與大年殊（一日一日をゆ

ったりと暮せば、長生きをした

と同じである）楠本青蓮書 



 図書館では、                    をテーマに、ピーターラビットについての本と共にゆかりの

地であるイギリスに関する本を集めました。  

絵本の世界 作品案内と入門講座 
英国文化の世紀５ 世界の中の英国 

ブロンテ・カントリーを歩く 
イギリス・わくわく留学 
英国＝妖精と伝説の旅 

薬になるハーブ 
ナショナル・トラストの旅 

ピーターラビットの料理絵本 
イギリスとっておきの庭を見に行こう 

英国のハーブと庭 
暮らしの中の絵手紙教室 

ピーターラビットと仲間たち 
上手に童話を書くための本 

ロマンティックな旅へ―イギリス編― 
ピーターラビットの生みの親 ビアトリクス・ポター 

 イギリスの田園を舞台に、動物たちの物語が楽しく描かれている『ピーターラビットのおはなし』 
 このお話の元となったのは、作者のビアトリクス・ポターが友人の息子に宛てた絵手紙だったということ
を皆さん知っていましたか？ 
 ピーターラビットが生まれた“絵手紙”から今年で120年になります。 

かんたん楽しい手づくり本2 絵本をつくってみよう! 
世界の国ぐにの歴史1 イギリス 

世界各地のくらし11 イギリスのくらし 
世界の食生活８ イギリス 
子ども地球白書 
ウサギの絵本 

小学生のための絵手紙入門 
手紙・はがきの書き方 

ピーターラビットの絵本 １～２４ 



トコトンやさしいエントロピーの本／石原 顕光／日刊工業新聞社 

双極性障害＜躁うつ病＞の人の気持ちを考える本／加藤 忠史／講談社 

すべてがわかる！「豆類」事典／加藤  淳／世界文化社 

偸盗の夜  高瀬川女船歌／澤田 ふじ子／中央公論新社 

とっぴんぱらりの風太郎／万城目 学／文藝春秋 

トコトンやさしい天然ガスの本／藤田 和男／日刊工業新聞社 

おからレシピ／石澤 清美／主婦の友社 

アンティークＦＵＧＡ２／あんびる やすこ／角川書店 

傷／堂場 瞬一／講談社 

一生太らない体をつくる腸健康法／藤田 紘一郎／大和書房 

新編日本古典文学全集３４ 大鏡／橘 健二／小学館 
 

 

ずかん武具／小和田 泰経／技術評論社 
どんぐりカプセル／市川 宣子／講談社 

ゼロくんのかち／エレナ・デル・ヴェント／岩波書店 
つぎはわたしのばん／いもとようこ／金の星社 

だちょうのたまごにいちゃん／あきやま ただし／鈴木出版 
肥料と土つくりの絵本３／藤原 俊六郎／農山漁村文化協会 

忍たま乱太郎５７ 豆をうつすならいの段／尼子 騒兵衛／ポプラ社 
なんのにおい あき／永井 郁子／絵本塾出版 
ぺったん！サンドイッチ／鈴木 まもる／小峰書店 

   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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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

１２月のカレンダー11月のカレンダー

◎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 

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。   

 
 

腰折れすずめ(日本の昔話) 
世界でいちばんきれいな声(ラ・フルール) 

屋敷のこびと(フィンランドの昔話) 
栗目玉(日本の昔話) 

金いろとさかのおんどり(ロシアの昔話) 
あかりの花(中国の昔話) 

11月9日（土） 
 15時～15時30分 

場所：おはなしの部屋 

 
 
12月7日（土） 
13：30～15：30 
教育文化施設２階視聴覚室 
定員３０名（先着順） 
受付期間：11月9日～24日 

初心者向けの講習会です。 

詳細は図書館カウンターか朝日町の 

ホームページをご覧下さい。 

  １２月３日（火）は、月末整理のため、１２月２８日（土）～１月４日（土）は年末年始のため 
博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。 

 
11月17日（日）11：00～12：00 

２階視聴覚室にて開催 
 
 

今回のおはなし 

11月27日（水） 
10：00～（15分から20分程度） 

場所：おはなしの部屋 
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