
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【1 月 14 日まで】

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    朝日小学校 6 年生の児童による俳句作品展を開催します。開館 20 周年を記念し

た表彰作品も展示されます。是非ご来館ください。 
 〇期間：2月 1日（木）～25 日（日） 〇場所：教育文化施設 1階 ｲﾝﾌｫｰﾒｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

 

 
 

 
   〇日 時 平成 30年 2月 3日（土）午後 2時～ 

   〇場 所 教育文化施設 2階 視聴覚室 

 
    

◆会 期 平成 30 年 1 月 20 日（土）～2 月 18 日（日） 
 ◆会 場 朝日町歴史博物館 展示室 
 

「人はどうして食べるの？」 「生きるため？」 
 
 私たちは多くの食品に囲まれ、様々な食文化を享受しています。 
現在の食文化は私たちの歴史の積み重ねによるものであり、食べ 
ることには多くの方々が関心を寄せているのではないでしょうか。 
 本企画展では私たちの食文化にかかわる歴史資料を紹介しなが 
ら食文化の一端を紹介しようとするもので、各時代や地元の食文 
化にかかわる歴史・民俗資料を紹介します。 
 

 
・橘守部編『下陰集』         ・橘冬照筆「下陰集序文草稿」 

・「斎藤嘉兵衛様御代官所西葛西領柳島村抱屋鋪表向願書付之覚」 

・〔柳島村年貢納入状・年貢請取状綴〕  ・橘冬照東世子『椎のこやで』  他 

 

・刀（銘「武蔵守藤原兼中」）    ・火縄銃（銘「国友佐五衛門吉次」）        

・火縄銃（銘「江村藤四郎能富」） ・管打式銃  

 
・有節萬古 草花文青磁御神酒器      ・有節萬古 桐菊文青磁御神酒器 
・有節萬古 腥臙脂釉御神酒器 
 
 
 
 

 
西金井遺跡出土高杯（個人蔵） 

◆当館学芸員による展示説明会 

  [第 1回] 1月 27 日（土）  各回午後 2時～（30 分程度） 

[第 2 回] 2月 17日（土）  展示室入り口に集合 

入場無料（申込不要） 



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

今月のお知らせ



書名 著者名 出版社 分野

見るだけですっきりわかる神さま 平藤 喜久子 メディアソフト 宗教

日本史の内幕 磯田 道史 中央公論新社 歴史

世界を変えた６つの「気晴らし」の物語 スティーブン・ジョンソン 朝日新聞出版 歴史

「日本の伝統」の正体 藤井 青銅 柏書房 社会

最新 刑法のしくみ 木島 康雄 三修社 法律

撮ってはいけない 飯野 たから 自由国民社 法律

日本貨幣カタログ ２０１８年版 日本貨幣商協同組合 日本貨幣商協同組合 貨幣

Ｓｅｃｒｅｔシニアビューティメイク えがお写真館 扶桑社 化粧

カラーリーフ図鑑 山本 規詔 講談社 庭造り

リース折り紙１２か月 永田 紀子 日貿出版社 工芸

ファミリーデイズ 瀬尾 まいこ 集英社 エッセイ

破壊者の翼 似鳥 鶏 河出書房新社 小説

大獄 葉室 麟 文藝春秋 小説

断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ 講談社 小説

アルゴリズムえほん ２ 松田 孝 フレーベル館 パソコン

髪がつなぐ物語 別司 芳子 文研出版 社会

世界は変形菌でいっぱいだ 増井 真那 朝日出版社 生物

NEWスポーツを学ぼう！ 1 高橋 義雄 ベースボール・マガジン社 スポーツ

かいけつゾロリのちていたんけん 原 ゆたか ポプラ社 小説

グレッグのダメ日記 にげだしたいよ！ ジェフ・キニー ポプラ社 小説

なずずこのっぺ？ カーソン・エリス フレーベル館 絵本

ちいさなちいさなこおりのくに さかい さちえ 教育画劇 絵本

えがないえほん B．J．ノヴァク 早川書房 絵本

ぼく、仮面ライダーになる！ ビルド編 のぶみ 講談社 絵本

一
般
書

児
童
書

明けましておめでとうございます。さて、今年は戌年です。犬は、猫と共にもっとも古くから家畜化された動

物で、ペットとしてだけではなく猟犬や牧羊犬に代表されるように、様々な場面で活躍してきました。現在で

は、盲導犬のように、体の不自由な方の補助をする犬も数多くいます。今月は、そんな人間と共に歩んでき

た犬に関する本を特集しました。

新着図書



 

　　

　　

　　

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

2月のカレンダー1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

休館日 学習室開放日 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。

Ａ
「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）

有効期限が切れていても
２年間はデータが残っているから、更新してそのまま使えるよ。

でも、それを過ぎてしまうと
また新しく申込をしてもらう必要があるよ。

もし、有効期限の切れたカードを持っている人は
使えるかどうか確認するので、捨てずに持ってきてね。

１月４日（木）までは年始のため、１月３１日（水）と２月２８日（水）は月末整理のため休館いたします。
２月２７日（火）はくん蒸作業のため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。

Ｑ有効期限の切れたカードは、もう使えないの？
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