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今年度の文化教養講座は、「古代史」をテー

マに開催しています。 

第 1 回（7 月 20 日(土)）は、「地方とつなが

る都の貴族」と題して、手嶋大侑 氏（名古屋

市立大学大学院人間文化研究科研究員）にご

講演いただきました。 

－第 2 回文化教養講座のお知らせ－ 
次回は、「『日本書紀』の呪縛」と題して、ご

講演いただきます。 
講 師：吉田 一彦 氏（名古屋市立大学教授） 
日 時：令和元年 9 月 28 日（土）午後 2 時～ 
場 所：教育文化施設 2 階視聴覚室 

 
【博物館あれこれ】 

7 月 30 日(火)に、「やきものたまご創生塾」の研修生たちが来館されました。 
萬古焼陶器工業協同組合では、萬古焼業界の将来を担う製陶技術者の育成を目的として、

萬古焼技術者育成研修「やきものたまご創生塾」を実施しています。 
朝日町は「萬古焼発祥の地」であることから、当館へは研修の一環と

して、その歴史について学びに来ています。皆さん熱心に話を聞き、型

資料などを興味深げに見入っていました。 
研修生の皆さんには、これからの萬古焼を盛り上げてもらうことを期

待しています。 

・「寄附金御願（学校建築入費につき）」 ・「柿学校勘定仕上帳等綴」 
  ・「柿学校授業料納入簿」        ・「朝日尋常高等小学校建築ニ係ル書類編」 

・「朝日尋常高等小学校新築落成式祝詞」 ・「高等小学日本歴史巻二」 
・「尋常小学理科書 第六学年児童用」    ・「小学農業書巻一」 
・「下級小学校第七級卒業証書」         ・「下級小学校第三級卒業証書」 

・水谷立仙画「鶏図」 ・水谷立仙画「鶏に鼬図」 ・水谷立仙画「神鶏図」 

・有節萬古 黒楽茶碗          ・有節萬古 青磁七宝文手焙 
・有節萬古 朝鮮写水指 

 
講演会の様子 



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
８月１４日・２８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

対象：小学生・中学生

無料・事前予約OK

定員：各回2人程度

図書館のおしごと
（本の返却のお手伝い）

８月中の毎週金曜日

①１０：００～１１：００ ②１１：００～１２：００

③１３：００～１４：００ ④１４：００～１５：００

紙芝居や本の読み

聞かせを行います

おはなし会
８月１0日・２4日（土）

１５：００～１５：３０
おはなしの部屋

子どもだけの参加もOK!

ストーリーテリング
８月１８（日） １１：００～１１：３０

２階視聴覚室

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。

ふしぎなたいこ （日本の昔話）

四人のなまけもの（中国の昔話）

屋根がチーズでできた家

（スウェーデンの昔話）



書名 著者名 出版社 分野
るるぶ大阪　'20   JTBパブリッシング 旅行

僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる 遠藤 研一郎 大和書房 社会

うちのトコでは　6 もぐら 飛鳥新社 文化

日本現代怪異事典副読本 朝里 樹 笠間書院 民俗

誰でも簡単に疲れをスッキリとる方法 梶本 修身 アスコム 健康

認知症予防におすすめ図書館利用術　3 結城 俊也 日外アソシエーツ 健康

ナチュラルおそうじ大全 本橋 ひろえ 主婦の友社　 生活

走る奴なんて馬鹿だと思ってた 松久 淳 山と溪谷社　 スポーツ

失われた芸術作品の記憶 　ノア・チャーニイ 原書房 芸術

密室を開ける手 藤本 ひとみ 講談社 小説

希望の糸 東野 圭吾 講談社 小説

サリエルの命題 　楡 周平 講談社 小説

119 長岡 弘樹 文藝春秋 小説

書名 著者名 出版社 分野
お金のことがよくわかる事典 岡本 和久 PHP研究所 社会

よくわかる情報通信 高作 義明 PHP研究所 社会

警察官の一日 WILLこども知育研究所 保育社 仕事

この声とどけ!　4 神戸 遙真 集英社 小説

アトリと五人の王 菅野 雪虫 中央公論新社　 小説

火 あやかし  飯野 和好 小峰書店 絵本

きょうふのしりとり 武田 美穂 ほるぷ出版 絵本

恐竜トリケラトプスとゴルゴサウルス 黒川 みつひろ 小峰書店 絵本

へんしんバス あきやま ただし 金の星社 絵本

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 絵本

一般書

児童書

みなさんは普段、笑っていますか？

笑顔はまわりの人たちの気分を盛り上げるのはもちろん、ストレス解消の効果もあるそうです。

８月３０日は８（ハッピー）３０（サンシャイン）の語呂合わせから〝ハッピーサンシャインデー〟として、

太陽のような明るい笑顔の人のための日です。思わずハッピーな気分で笑顔になれる本を揃えました！！

遠足、授業参観、運動会などお馴染みの
行事を落語の軽快なテンポで語っていく

オチのある小説です。

『らくごで笑学校』
斉藤洋／作 偕成社

他人を笑わせるのはとても難しいことです。

この本ではシニアを笑わせるネタをご紹介。

読んだあなたもクスっと笑ってしまうはず！

『シニアを笑わせる49のネタ』
グループこんぺいと／編著 黎明書房



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

９月のカレンダー8月のカレンダー

９月３日（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。

たくさんの方に課題図書を提供するため、夏休み中は課題図書の貸出期間を変更しています。

実施期間中は貸出の延長ができません。また、取り置き期間内に貸出手続きを行わなかった場合、

次に予約をされている方へ貸出を行いますので、お気を付けください。

ご不便をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。

実施期間：７月２０日（土）から（夏休み期間のみ）

貸出期間：１週間

取り置き期間：３開館日

対象：青少年読書感想文全国コンクール課題図書

（小学校の部・中学校の部）

◎「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
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