
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
博物館あれこれ 

 
津市在住の個人の方より、明治から昭和初期に活躍 

した朝日町出身の日本画家栗田真秀の作品を寄贈いた 
だきました。 

寄贈いただいた作品は掛軸や色紙の他、襖絵や屏風 
など形態は様々です。旧宅のあった津市上浜町には真 
秀を支援した人物もみえ、真秀とは係わりの深い地域 
であったと思われます。 

また、中村左洲や高木文仙ら県内の画家の作品も寄 
贈いただきました。今後は資料の整理をすすめ、皆さ 
まに紹介できるよう準備していきたいと思います。 
 

寄贈作品のうち 
栗田真秀画「後醍醐帝避難御之図」部分 

文化教養講座 「やきもの à la carte」シリーズ 第 1 弾が開催！ 

 

画人・文人 

・十時梅崖画「山水図」 ・栗田眞秀画「妙音感応図」 ・栗田眞秀画「双鶏遊雛図」 

・水谷立仙画「芍薬図」 ・水谷立仙画「山水図」   ・阪井桜岳画「朝日之図」  

・出口對石画「犬之図」 

俳人 中村古松 

・俳句奉納額 

萬古焼コーナー 

・有節萬古 青磁草花文煎茶器 ・天神萬古 赤絵菊人物文輪花鉢  
・天神萬古 七福神煎茶器揃 

 

 7 月 7 日（土）に平成 30 年度文化教養講座

やきものシリーズ第 1 弾が開催されました。

「萬古焼の魅力～色彩とデザイン美～」と題し

て田中伸一氏（四日市市立博物館）に講演いた

だきました。たくさんのスライドを使って、や

きものの魅力を余すことなく伝えていだだき

ました。 
 第 2 弾は、11 月 17 日（土）に開催。石水博

物館の龍泉寺氏に講演いただきます。 
講師の田中伸一氏 



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ください。

・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ください。

・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ください。

お
ね
が
い

赤ちゃんタイム
８月８日・２２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。

夏休み映画会

「ドラゴンキングダム」
８月１５日（水）

１４：００～１５：３０
２階 視聴覚室

入場料・申込み不要

紙芝居や本の読み

聞かせを行います。

おはなし会
８月１１日・２５日（土）

１５：００～１５：３０
おはなしの部屋

子どもだけの参加もOK!

ふろしきの便利でおしゃれな

使い方を体験してみませんか？

詳細は来月ご紹介します！

ふろしき活用講座

夏休み特別図書コーナー
「戦争・自由研究」
～８月３０日（木）



書名 著者名 出版社 分野
今すぐ使えるかんたん インターネット＆メール リブロワークス 技術評論社 情報

ぼくたちは習慣で、できている。 佐々木 典士 ワニブックス 生き方

地球の歩き方D28 　インド 『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

経済学者たちの日米開戦 牧野 邦昭 新潮社 国際

世界史を大きく動かした植物 稲垣 栄洋 PHPエディターズ・グループ 自然

爬虫類ハンター加藤英明が世界を巡る 加藤 英明 エムピージェー 自然

ウソばっかり!  竹内 久美子 ワニブックス 動物学

大家さんと僕 矢部 太郎 新潮社 コミック

一発屋芸人列伝 山田ルイ53世 新潮社 芸能

火花散る　おいち不思議がたり４ あさの あつこ PHP研究所 小説

宇喜多の楽土 木下 昌輝 文藝春秋 小説

三千円の使いかた 原田 ひ香 中央公論新社 小説

ことばの劇薬  西原 理恵子 文藝春秋 エッセイ

書名 著者名 出版社 分野

5億年後に意外な結末 菅原 そうた 学研プラス コミック

ラストで君は「まさか!」と言う
　　　　　　　　　　　　　　　　たったひとつの噓

PHP研究所 PHP研究所 小説

ラストで君は「まさか!」と言う
　　　　　　　　　　　　　　　　 　悪魔のささやき 

PHP研究所 PHP研究所 小説

ねことねずみ いもと ようこ 金の星社 絵本

恐竜トリケラトプスとスピノぼうや 黒川 みつひろ 小峰書店 絵本

一般書

児童書

8月5日（日）から17日間阪神甲子園球場で第100回全国高等学校野球選手権記念大会が開催されます。

100回の記念大会となることで代表校の枠が史上最多の56校。

優勝旗が一斉に新調されるなど、盛り上がりを見せています。

そこで今回は、野球を中心にスポーツに関連した本を集めてみました。

起こりがちな出来事＆ルールの解説はもちろん。
用具の説明、スコアブックの書き方まで網羅した、

指導者や選手、初心者まで楽しめます。
ぜひ読んでみてください。

児童書

『いちばんわかりやすい少年野球「ルール」の本』

スポーツ人間ドラマの舞台裏は？

勝負の心理や選手のホンネとは…？

スポーツキャスターが語る、スポーツ

の見方が盛りだくさんの一冊。

一般書

『スポーツが面白くなる見方』



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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９月のカレンダー8月のカレンダー

Ｑ
Ａ

◎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。

◎「がけやま」
「がけやま」では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

◎ストーリーテリングの会「フォンターナ」
スリ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。

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」
「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

利用者用の図書検索機で本を
探したのですが、

その後どうすれば良いですか?

図書検索機で調べた資料の画面の下に
「印刷」のボタンが新しくできたの、

知っているかな？
それを使うと、本の詳しい内容の
レシートが出てくるから、使ってね。

８月３１日（金）は８月分の月末整理のため、博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。
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