
 
 
                                        

                                 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弄山ゆかりスポット in 朝日町♪ 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・【町指定文化財】豆斑硯      ・【町指定文化財】橘守部筆「記紀歌謡」屏風 

・橘守部著『稜威道別』       ・栗田真秀画「応神天皇図」 

・栗田真秀画「旭松鶴図」      ・栗田真秀画「萩鶉図」 

・水谷立仙画「牡丹図」       ・水谷立仙画「鶏図」 

 
・有節萬古 青磁輪花皿 ・有節萬古使用 輪花皿土型 ・有節萬古 犬香合 
・有節萬古使用 犬形香合石膏型 ・有節萬古 緑釉亀形杯台 
 
 
 

今年は小向村（朝日町小向）で萬古焼を始めた沼波弄山が生誕して 300 年と

いう節目の年にあたります。 

萬古陶磁器振興協同組合連合会では「BANKO300th」として展示や記念誌

の発行など様々な事業を実施する予定です。また萬古焼を所蔵する博物館・美

術館でも萬古焼にちなんだ展示が行われるそうで、萬古焼が大きく注目を集め

る１年になりそうです。 

当館でも 10 月 27 日から 11 月 25 日の間、「再考！萬古焼」と題して企画

展を開催する予定です。企画展では、新たに寄贈いただいた 

有節萬古の木型などを紹介します。また文化教養講座では 

「やきもの à la carte」と題してやきものに関する講演 

会を計画しています。  

今年は萬古焼をはじめ、いろいろなやきものに関心を 

寄せてみてはいかがでしょうか！ 

平成 17 年に発掘 
調査が実施された古

萬古の窯跡。連房式

登窯と小型窯が確認

されました。位置は

現在の白梅の丘東の

一画にあたります。 

古萬古窯跡 朝日町歴史博物館 
萬古焼の作品を収集・展示して

います。弄山没後に再興された

有節萬古の 
資料が多い 
ですが、古萬 
古作品も所蔵 
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。

お
ね
が
い

おはなし会

４月１４日（土）・２８日（土）

１５：００～１５：３０

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

赤ちゃんタイム

４月１１日（水）・２５日（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。

春休み映画会

『ムーミン谷の彗星』

４月４日（水）

１４：００～１５：１０

２階視聴覚室

入場無料・予約不要



書名 著者名 出版社 分野
頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 朝日新聞出版 人生訓

るるぶ富山立山黒部五箇山白川郷’１９ JTBパブリッシング 旅行

１３歳からの経済のしくみ・ことば図鑑 花岡幸子 WAVE出版 経済

日本で１日に起きていることを調べてみた 宇田川勝司 ベレ出版 統計

トコトンやさしい地質の本 藤原治 日刊工業新聞社 地学

消滅遺産 ナショナルジオグラフィック 日経ナショナルジオグラフィック社 建築

コンタクトレンズと眼鏡の科学 久保田慎 日刊工業新聞社 視力矯正

タオルでつくりたいもの かわいきみ子 地球丸 手芸

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット 佐久間健一 サンマーク出版 ダイエット

茶事の懐石料理がホントに一人で作れる本 入江亮子 世界文化社 料理

ママがんばらないで離乳食 森崎友紀 トランスワールドジャパン 育児

アマゾンが描く２０２２年の世界 田中道昭 PHP研究所 流通

２時間でわかる 図解貿易新ルール入門 中田一良 あさ出版 貿易

そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 小説

樽とタタン 中島京子 新潮社 小説

三国志名臣列伝 後漢篇 宮城谷昌光 文藝春秋 小説

書名 著者名 出版社 分野
学校にある道具使い方事典 梅澤真一 PHP研究所 学校

やる気を出したい人成績を上げたい人のための中学の勉強のトリセツ 梁川由香 学研プラス 学習法

はるのくさばなあそび 佐野高太郎 ひさかたチャイルド 植物

うごいてあそんでグングングン 鹿野晶子 旬報社 健康

ぐっすりすっきりニンニンニン 中島綾子 旬報社 健康

水はどこから来るのか? 高堂彰二 PHP研究所 水道

妖怪一家の温泉ツアー 富安陽子 理論社 小説

花見べんとう 二宮由紀子 文研出版 小説

なみきビブリオバトル・ストーリー ２ 森川成美 さ・え・ら書房 小説

かぶきやパン 長野ヒデ子 童心社 絵本

おおきくなったら きみはなんになる？ 村上康成 講談社 絵本

ペネロペのしんがっき ゲオルグ・ハレンスレーベン 岩崎書店 絵本

♠♠♠　一般書　♠♠♠

❤❤❤　児童書　❤❤❤

４月になり、今年も多くの新入生が誕生しました。そこで今月は、新入生たちが新たなスタートを切る学校につい

ての本を特集しました。「もう学校とは関係ない」という方々も、これを機会に改めて学んでみたり、自分の学生生活

を思い出してみたりしてはいかがでしょうか。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

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

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

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

29 30 27 28 29 30 31

5月のカレンダー4月のカレンダー

◎土・日曜日・春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

Ａ
今年も、色々な行事を予定しているよ。開催が決まったら

図書館だよりや、館内のポスターでお知らせするから
チェックしてみて下さいね

スト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。

こどもたちにおはなしの世界を

いっしょに届けてみませんか。

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」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

学習室開放日休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

４月３日（火）は３月分の月末整理、５月１日（火）は４月分の月末整理、５月３１日（木）は５月分の月末整理

のため図書館、博物館ともに休館いたします。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。

Ｑ今年度の行事で
決まっているものはありますか？

「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。

一緒に活動して下さる方は、是非

図書館カウンターまでお越しください。
活動日：第２・第４土曜日
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