
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 
・古萬古 窓絵青磁徳利 ・有節萬古 色絵花鳥文中皿 ・有節萬古 土瓶

【コラム】橘家と平戸新田（ひらどしんでん）藩

当町出身の国学者橘守部や長男冬照は平戸松浦家と

縁があります。松浦熈（ひろむ）は平戸新田藩を通じ

て守部に入門します。また冬照は浅草寺を退去後、平

戸新田藩に仕官します。この際、柳島村（東京都墨田

区から江東区周辺）に屋敷を与えられていることが「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」に記されています。平戸新田藩は平戸館山を居

所とした平戸藩の支藩ですから、冬照は江戸定府だっ

たのでしょう。冬照は江戸に出府した平戸藩主松浦詮

（あきら）に対して、万延元年 11 月に『万葉集』を、

12 月には『日本書紀』の講義を行っています。

 橘家と松浦家の関係を考えるうえで平戸新田藩がキ

ーワードとなるようです。

デジタルミュージアムのデータを
追加しました！

朝日町歴史博物館デジタルミュージアムの

データを更新しました。イラストで民具の使

い方を紹介するなど新しい試みもあります。

調べものなどにぜひご利用ください‼ 

【アドレス】

http://asahitown-museum.com/ 
民具の使い方をイラストで紹介

『紀要第 11 号』を刊行しました。

当館では所蔵資料の報告や論考な

どを紀要にまとめ、刊行しています。

今回刊行した『紀要第 11 号』には前

号に引き続き、有節萬古使用型資料の

報告が掲載されています。当館の紀要

は図書館古松文庫にて閲覧可能です。

また 1 冊 1,000 円で 
販売しております。

お求めの際は図書

館カウンターにて

お問合せ下さい。

http://asahitown-museum.com/


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

６月９日（土）・２３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

おはなし会

７月１２日（木）

１０：００～１２：００

２階視聴覚室

入場無料・申込不要

上映会

『シェーン』
６月６日（水）～８月８日（水）

場所：エントランス

毎年人気のあのコーナーを今年も設けます。

夏休みの計画を立てるのにお役立てください。

夏休み、どこ行こう？

全国の観光パンフレット大集合！！

下記の期間、課題図書の貸出期間を１週間とします。

多くの方が利用できるよう、ご協力をよろしくお願いします。

期間中は、貸出の延長ができませんので、お気をつけください。

実地期間：７月１日（日）～８月２４日（金）

貸出期間：１週間

取り置き期間：３開館日

取り置き期間中に貸出手続きを行わなかった場合、

次に予約されている方へ貸出をします。ご了承ください。

課題図書の貸出について

６月１３日（水）・２７日（水）

１０：００～１２：００

おはなしの部屋

赤ちゃんと一緒に図書館をお楽しみ下さい。

赤ちゃんタイム

1953年製作

日本語字幕



書名 著者名 出版社 分野
野良猫の拾い方 東京キャットガーディアン 大泉書店 ペット

地球の歩き方　Ａ２６　チェコ／ポーランド／スロヴァキア 地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

伝説のハッカーが教える超監視社会で身をまもる方法 ケビン・ミトニック 日経BP社 情報

「好き」と「ネット」を接続すると、あなたに「お金」が降ってくる 立花 岳志 サンマーク出版 情報

未完の巡礼 神長 幹雄 山と渓谷社 登山

働き方完全無双 ひろゆき 大和書房 人生訓

法学の誕生 内田 貴 筑摩書房 法制史

この数学パズル、解けますか？ アレックス・べロス ＳＢクリエイティブ 数学

「奨学金」を借りる前にゼッタイ読んでおく本 竹下 さくら 青春出版社 教育

おカネの教室 高井 浩章 インプレス 経済

にゃん！ あさの あつこ 白泉社 小説

カットバック 今野 敏 毎日新聞出版 小説

泣きかたをわすれていた 落合 恵子 河出書房新社 小説

パーフェクトワールド　上・下 馳 星周 集英社　 小説

書名 著者名 出版社 分野
よくわかる銀行 戸谷 圭子 PHP研究所 社会

ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびる やすこ 岩崎書店 小説

おばけのたからもの むらい かよ ポプラ社 小説

この声とどけ！ 神戸 遥真 集英社 小説

なくのかな 大島 妙子 童心社 絵本

いまからともだち たるいし まこ 東洋館出版社 絵本

ぼくとマリナちゃん 稲葉 卓也 東洋館出版社 絵本

おさがり 北村 裕花 東洋館出版社 絵本

児童書

一般書

今月の特集『和菓子』

「ひんやり和のおやつ」

これから夏に向かってどんどん暑くなってきま

す。そんなときに食べたいのは、冷たいお菓子で

すよね。アイスも良いけど、冷たい和菓子もおい

しいですよ。ぜひ、お家でつくってみてください。

金塚晴子／著 宇佐美桂子／著 家の光協会

「和菓子の絵本」

「和菓子」と聞いて何個名前があげられます

か？この本を読むと、和菓子ってこんなにたくさ

んあるんだと驚くと思います。絵がかわいいので

楽しく和菓子のことが学べます。

平野恵理子／作 あすなろ書房
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６月１６日は「和菓子の日」です。８４８年に、仁明天皇が疫病の厄を除け、健康を願って神さまに１６

個のお菓子をお供えたしたことがきっかけだそうです。今月は、この日にちなみ和菓子の本を揃えまし

た。図書館の本を読んで、和菓子の魅力を再確認してください。



 

　　

　　

　　

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

7月のカレンダー6月のカレンダー

Ａ
席がいっぱいでも予約ができるから、カウンターで相談して

みてね。ＤＶＤだけではなく、ＣＤも予約できるよ。目印として、

予約のときにカードを渡すから、図書館の人が分かるように館

内で待っていてね。順番が回ってきても、館内にいなかったら

次に待っている子に回すから気を付けてね。

７月３日（火）・３１（火）は月末整理のため、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。

◎土・日曜日・夏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。

ＱＤＶＤを見たかったけど、席がいっぱいだった・・・。

「ぽかぽか絵本」
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」
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）

「がけやま」
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
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