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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 
聴講無料・事前申込み不要

（来場者多数の場合、入場制限をさせていただく場合がありますのでご了承ください。）

―ＴＯＰＩＣＳ－

 ８月７日（水）に「勾玉をつく

ろう！」と題して、子ども体験博

物館が開催されました。

数千年前から愛用されていたと

いうアクセサリーを、子どもたち

が自らの手で作り上げました。

11 月に開催される秋の企画展では、縄文時代に作られた“本物の勾玉”が登場か⁉

・栗田真秀画「引き舟図」 ・栗田真秀画「月秋草図」

・栗田真秀画「八幡太郎義家絵」 ・栗田真秀画「陶弘景聴筝図」

・栗田真秀画「妙音感音図」

・「白扇の詩は静けくも秋に入る」塩田紅果 ・「葛砧笠置裏山雪ふかく」菊山九園

・「枯菊を焚いて糊煮る人形師」杉森干柿 ・「行く春をふときく鐘の音淋し」辻原華村 

・「降り止めばあとかたもなき海の雪」長井哀耳 など 

・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



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

９月１４日（土）・２８日（土）

１５：００～１５：３０

場所：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!

９月１１日（水）・２５日（水）

１０：００～１２：００

場所：おはなしの部屋

赤ちゃんと一緒に図書館をお楽しみください。

９月２５日（水）

１０：００～（２０分程度）

場所：２階視聴覚室

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。

奇数月の第４水曜日に開催していましたが、９月を最後に開催日が変わります。次

回の開催日は１２月１１日（水）です。それ以降の「乳幼児向けおはなし会」は、偶

数月の第４水曜日に開催します。なお、開催時間の変更はありません。

乳幼児向けおはなし会の開催日が変わります！



書名 著者名 出版社 分野
教養としてのミイラ図鑑 ミイラ学プロジェクト ベストセラーズ 民俗

高齢者が元気になるレクリエーション 三瓶 あづさ 日本文芸社 福祉

シニアの骨粗しょう症・圧迫骨折を防ぐ！ 宗圓 聰 NHK出版 医学

コグニサイズ・コグニライフで認知症は自力で防げる！ 島田 裕之 すばる舎 健康

和のふだん着 ブティック社 和裁

大家さんと僕　これから 矢部 太郎 新潮社 コミック

明日死んだ男 赤川 次郎 集英社 小説

灼熱 秋吉 理香子 PHP研究所 小説

平場の月 朝倉 かすみ 光文社 小説

ガラスの城壁 神永 学 文藝春秋 小説

スワロウテイルの消失点 川瀬 七緒 講談社 小説

小説天気の子 新海 誠 KADOKAWA 小説

書名 著者名 出版社 分野
消防官の一日 WILLこども知育研究所 保育社 職業

自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教室 今野 真二 河出書房新社 国語

ほねほねザウルス２１ ふっかつ！でんせつのファイヤーティラノ 前編 カバヤ食品株式会社 岩崎書店 小説

キャベたまたんていじごくツアーへごしょうたい 三田村 信行 金の星社 小説

夏に泳ぐ緑のクジラ 村上 しいこ 小学館 小説

いっぽんのきのえだ コンスタンス・アンダーソン ほるぷ出版 絵本

うちに帰りたくないときによむ本 北原 明日香 少年写真新聞社 絵本

うまれるまえにきーめた！ のぶみ サンマーク出版 絵本

一般書

児童書

９月２７日は「英字新聞発刊記念日」です。１８８５年の９月２７日に、国内で初めて日本人が

編集した英字新聞が発刊されました。ちなみにその英字新聞の名前は「ANGLO-JAPANESE 
REVIEW（アングロ・ジャパニーズ・レヴィユ）」です。今月は、この日にちなみ「英語」の本を特

集します。英字新聞をすらすら読めたら、とてもかっこいいですよね。この機会に英語をもう

一度勉強してみませんか？

「come」と「go」、「tall」と「high」などの似ている

言葉の違いを分かりやすくマンガなどで教えてく

れます。英語の勉強のお供にどうぞ！

『ネイティブはこう使う！マンガよく似た英
単語使い分け事典』

デイビッド・セイン／著 西東社

D

今月の特集

英語が苦手だな・・・と感じている人にぜひ読ん

で欲しい一冊です。楽しい絵とダジャレで英単語

を覚えてみましょう♪

『サムソン先生のダジャレ英語学習帳』
よしなが こうたく／さく ルーカス B.B.／英語監修

長崎出版



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

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

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

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

29 30 27 28 29 30 31

１０月のカレンダー９月のカレンダー

９月３日（火）は８月分の月末整理のため、１０月１日（火）は９月分の月末整理のため、１０月２３日（水）
～１１月１日（金）は蔵書点検のため図書館、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。

♪
「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」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・・・９月までは奇数月の第４水曜日それ以降は、１２月１１日（水）と２月以降の

偶数月の第４水曜日＆ ７・８ヶ月児健康相談日

１０月２３日（水）から１１月１日（金）まで蔵書点検を行います。それに伴い、図書

館と博物館が休館いたします。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
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