
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新収蔵品 
・栗田真秀画「美人図」    ・栗田真秀画「社頭杉絵」      ・栗田真秀画「大黒天図」 

・栗田真秀画「田家早梅図」 ・栗田真秀画「富士図」「雲龍図」 ・水谷立仙画「福禄寿図」 

国学者 橘守部 
・橘守部筆「万葉歌碑草稿」 ・「橘守部墓碑拓本」 ・橘守部筆「〔田幡氏碑案文〕」 

・橘冬照筆「秀夫先生碑文」 ・橘守部筆「〔東照公伝〕」 

萬古焼コーナー 
・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 ・急須木型 

 

○桑名市博物館 
 「古萬古とそれを継ぐ者」 6 月 1 日（金）～7 月 8 日（日） 
 
○四日市市博物館 
 「ばんこやき再発見！ ― 受け継がれた萬古不易の心 ―」  

7 月 21 日（土）～9 月 2 日（日） 
 

○パラミタミュージアム 
 「萬古の名陶」 6 月 7 日（木）～7 月 29 日（日） 
 
○朝日町歴史博物館 
 「再考！萬古焼」 10 月 27 日（土）～11 月 25 日（日） 

平成 30 年度 文化教養講座 “やきもの à
あ

 la
ら

 carte
か る と
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第 1 回  7/7㊏ 講師：田中 伸一 氏（四日市市博物館） 
 第 2 回 11/17㊏ 講師：龍泉寺 由佳 氏（石水博物館） 

第 3 回  未定  講師：森谷 美保 氏（実践女子大学・國學院大學・学習院大学非常

勤講師） 
以上の講座は、朝日町教育文化施設で開催されます。 

※各イベント、講座の詳細は、直近のチラシやポスター等でご確認ください。 

 前月号でも触れましたが、今年は萬古焼の陶祖沼波弄山が生誕して、３００年の節

目の年にあたります。これを機に、昨年来各地で関連イベントが開催されているとこ

ろです。 
 歴史博物館や近隣の博物館においても、企画展のおおよその日程が固まりつつあり

ますので、以下に紹介します。 
 このほかにも、各地でたくさんのイベントが予定されています。皆さんお楽しみに‼ 



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

赤ちゃんタイム

乳幼児向けおはなし会

上映会

ストーリーテリング

５月９日・２３日（水） １０：００～１２：００ あさひライブラリ－

おはなし会

５月２３日（水） １０：００～（２０分程度） ２ 階視聴覚室

５月１６日（水） ９：３０～１２：３０ ２ 階視聴覚室「青い山脈」

５月２０日（日） １１：００～１１：３０ ２ 階視聴覚室

５月１２日・２６日（土） １５：００～１５：３０ おはなしの部屋

わたしの町の情報コンシェルジュ

６月６日（水） ～ ８月８日（水） 場所：エントランス

夏休み、どこ行こう？

全国の観光パンフレット大集合！！

やせためんどり(ポルトガルの昔話 )
たのきゅう(ハンガリーの昔話)
ついでにペロリ(デンマークの昔話)

※予約不要・申込不要（モノクロ／１９４９年）



書名 著者名 出版社 分野

アンドロイドは初期設定で使うな　2018年最新版 日経PC21 日経BP社 情報

るるぶ伊勢志摩　'19  JTBパブリッシング 旅行

地球の歩き方　A20 　スペイン  地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

病気のサインは足裏で読む 前澤 香苗 幻冬舎 民間療法

株はたった1つの「鉄板銘柄」で1億稼ぐ!   上岡 正明 SBクリエイティブ　 投資

トヨタ物語 野地 秩嘉 日経BP社 経営

高齢ドライバー 所 正文 文藝春秋 交通安全

知られざる地下街 廣井 悠 河出書房新社 防災

魔力の胎動 東野 圭吾 KADOKAWA 小説

スイート・ホーム 原田 マハ ポプラ社 小説

風は西から 村山 由佳 幻冬舎 小説

書名 著者名 出版社 分野

アルゴリズムえほん４  松田 孝 フレーベル館 情報

へんなおさかな 小林 龍二 あさ出版 理科

わくわく数の世界の大冒険　決定版 桜井 進 日本図書センター 算数

みんながたのしくなる影絵の世界３ 影絵人形劇団みんわ座 六耀社 あそび

6年1組黒魔女さんが通る!!　05 石崎 洋司 講談社 小説

ブラック教室は知っている 藤本 ひとみ 講談社 小説

ぼくらの卒業いたずら大作戦　上  宗田 理 KADOKAWA 小説

ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ ゆみこ 教育画劇 絵本

ひとりぼっちのつる 椋 鳩十 理論社 絵本

あかちゃん新社長がやってきた マーラ・フレイジー 講談社 絵本

児童書

一般書

メーデーは英語で「MayDay」と書きます。日本語にすると「５月」という言葉になりますが、

「労働者の日」を意味します。その始まりはアメリカで1888年に起こった労働時間改善のストライキ。

皆さんも、働くことについて、時間の使い方について見つめ直してみませんか？

「あこがれ仕事百科」
NHKラジオ第１「きらり10代！」制作班／作 実業之日本社

「ブラックバイトに騙されるな！」

酷い条件で学生などを働かせる「ブラックバイ

ト」ってしっていますか？

ブラックバイトに当てはまる出来事とは何か。

どうすればブラックバイトから身を守れるか。

ブラックバイトの実態を読んでみてください。

この本では、興味のあるものからその人に

ピッタリな仕事を教えてくれます。

あなたの好きが、どんな将来につながってい

るのか、気軽に手に取ってみて下さい。

大内裕和／著 集英社クリエイティブ



　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

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

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

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

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

6月のカレンダー5月のカレンダー

５月１日（火）・３１日（木）は月末整理のため、５月３日（木）・４日（金）は祝日のため、
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。

◎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）

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

Ｑ家族や友達に本の返却を

頼んでもいいですか？

代わりの人が本を返却することはできるよ。

けれど、返却されるまでの間に、

本が汚れたり、失くなってしまったときは、

本を借りた人の責任になるから、

注意してね。

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

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）

活動に興味のある方は、

あさひライブラリーまで

お問い合わせください。
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