
太田家寄贈資料 

・山東京伝『骨董集』 ・熊沢淡庵『近代正説砕玉話 武将感状記』

・川村文鳳『文鳳山水遺稿』 ・荒木田久老『日本紀歌之解』 ・歌川豊国・国芳「〔錦絵〕」 

・藩札 ・帆山唯念画「群鶴図」 ・栗田真秀「秋稲穂図」

・加賀月華 平茶碗 ・楽焼 火入 ・有節萬古 色絵龍文福面皿

 

＜２月の展示品＞ ※２月２３日(土)から 

未来の俳人たち 朝日小学校 6 年生俳句作品展 
【平成 31 年 2 月 1 日(金)～24 日(日)】 

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。最優秀賞などの各受賞作

品もご覧いただけます。是非、ご鑑賞ください。

◆場所：朝日町教育文化施設 1 階インフォメーションプラザ

2 月 17 日まで開催！
休館日：毎週月曜日、31 日（木） 
会 場：歴史博物館展示室

入館料：無料
ひつじさん

みつけられるかな？

きれいな原画がいっぱい
全部手書きなんだ

『顔出しパネル』
君も、新幹線運転士
になりきろう！

自分だけの

「オ
リジナルおにぎり」

を

作って
みよう！

『あてっこトイレ』
トイレを開けて
‘当たり’を探せ！

このポストに手紙を入れると
のりたけ
さんに、
手紙が
届きます。

のりたけさんの繊細な原画やお楽しみコーナーがいっぱい



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

２月１３日（水）・２７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。
おとまりの日 ２月２３日（土）１５：００～

おむかえの日 ２月２４日（日）１５：００～

申込期間：２月１日（金）～１７日（日）
宿泊費：無料

定員：ぬいぐるみ １０名
申込用紙：図書館カウンター・朝日町ＨＰにて

２月１７日（日）１１：００～１１：３０
２階視聴覚室にて開催！

おいしいおかゆ(グリム昔話)

天福 地福(日本昔話)

王子さまの耳はろばの耳(ポルトガル昔話)

今回のおはなし

絵本を使わず耳で楽しむ

特別なおはなし会です

※プログラムは当日変更になる場合がございます。

２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

「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

「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

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）



書名 著者名 出版社 分野

世界でたったひとりの自分を大切にする 鈴木 秀子 文響社 人生訓

日本と世界の今がわかる さかのぼり現代史 長谷川 敦 朝日新聞出版 歴史

逆説の日本史　24  井沢 元彦 小学館 歴史

京都 楽楽－楽しい旅でニッポン再発見 JTBパブリッシング 旅行

地球の歩き方　D20 　シンガポール  地球の歩き方編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 旅行

ルクセンブルクを知るための50章 田原 憲和 明石書店 社会

「言葉」を変えれば体の「痛み」が消える!   仲谷 健吾 サンマーク出版　　 医学

図解よくわかる電車線路のはなし 鈴木 安男 日刊工業新聞社　 交通

トコトンやさしい紙と印刷の本 前田 秀一 日刊工業新聞社 工業

一切なりゆき 樹木 希林 文藝春秋 芸能

古文単語キャラ図鑑 岡本 梨奈 新星出版社 語学

姫君の賦 玉岡 かおる PHP研究所 小説

蟻の棲み家 望月 諒子 新潮社 小説

江戸萬古の瑞雲 鳴神 響一 幻冬舎 小説

書名 著者名 出版社 分野

こんなに恐ろしい核兵器　1  鈴木 達治郎 ゆまに書房 戦争

昭和のお店屋さん 藤川 智子 ほるぷ出版 社会

日本全国おみやげ図鑑　東日本編 フレーベル館 産業

火狩りの王　1 　春ノ火  日向 理恵子 ほるぷ出版 小説

怪物があらわれた夜 フェリシタ・サラ 光村教育図書 絵本

一般書

児童書



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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3月のカレンダー2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

学習室開放日休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

２月２６日（火）はくん蒸作業のため、２月２８日（木）は２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。

『鈴木のりたけ原画展』

もう来てくれたかな？

原画展ではなかなか気づけない、

絵本の工夫やこだわりを、

自分の目で知ることができるよ。

例えば！このポスターのもとは

PHP研究所から出版された絵本。

『ぶららんこ』の表紙なんだけれど、

この絵本は、ちょっと変わった方法で

作られているんだ。

ぶらんこのくさりは、

1個1個が切り抜いて、

くさりに見えるように

はってあるんだよ。

女の子も

切ってはって

いるよ。

絵本がより魅力的に見えるようかかれた原画。

来た人も、これから来る人も、

絵本に秘められたアイディアを探してみてね。
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