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今年度は、「古代史の魅力」をテーマに講演会を開催してきました。

第 4 回は「平城太上天皇の変」と題して当館学芸員が講演しました。多

くの方々にご参加いただき、誠にありがとうございました。 

今年度は、予想外に聴講者が多く嬉しい悲鳴となりました。しかし、

会場の広さには限界があり、皆さんには大変ご

迷惑をおかけしました。 

本企画は、教育文化施設に来館してもらい、

誰でも自由に聞いてもらうことを目的の一つ

にしておりますので、多少のご迷惑をおかけす

ることもあるかと思いますが、ご了承いただき

ますよう、よろしくお願いいたします。 

来年度もテーマを替えて開催する予定です。他の事業と伴に、後日ポスターや

チラシなどでお知らせ致しますので、是非ご参加下さい。お待ちしております。 

・栗田真秀画「大原女」     ・栗田真秀画「来雁」 

・栗田真秀画「菖蒲」      ・栗田真秀画「後醍醐帝御避難之図」 

・栗田真秀画「社頭」      ・栗田真秀画「鶴と松」 

・高木文仙画「風俗図」     ・佐々布篁石画「山水図」 

・有節萬古 色絵白魚文蓋物    ・有節萬古 色絵月秋草文墨池 

・有節萬古 急須 

講演会の様子 



７月２６日(金)『手作り絵本教室』
「亀山絵本と童話の会」のみなさんを講師に招き、じゃばら絵本を作りました。

８月１日(木)『工作教室』
来館した人が好きな方を選んで作る「にょろへび」と「くるくる天使とくるくる悪魔」。

図書館の本を利用した工作教室です。

１０月２３日(水)～１１月１日(金)『蔵書点検』
絵本の並べ方を大幅にリニューアル！毎年１回、蔵書の正確な管理と使いやすい図書館にするための作業

を全職員で行っています。ご理解と御協力ありがとうございます。

８月の毎週金曜日『図書館のおしごとプチ』
本の返却や、本棚の整理などを１時間ずつたくさんの子たちにお手伝いしてもらいました！

７月２４日(水)『図書館のお仕事体験』
朝日町に住んでいる小学４～６年生を対象に、カウンター業務など図書館の仕事を体験してもらいました。

６月６日(木)～８月８日(木)

『夏休み、どこ行こう？全国の観光パンフレット大集合！！』
毎年好評の観光パンフレットの展示。夏休みの計画に役立ちましたか？

８月１日(木)土足解禁
靴のまま入館できるようになり、より図書館が利用しやすくなりました。

４月２３日(火)～５月１２日(日)「こどもの読書週間』
「からすのパンやさん」などで有名な絵本作家かこさとしさんの本を特集しました。

１月２５日（土）、「ねぎぼうずのあさたろう」などでお馴染みの絵本作家

飯野和好さんが、あさひライブラリーにいらっしゃいました！

股旅姿で絵本の読み聞かせなどをしていただき、楽しい時間を過ごしました。

おっと、痛快絵本の読み語りの旅でぃ！
～朝日の宿～

がありました！

👞👞



「おはなし会」「乳幼児向けおはなし会」「赤ちゃんタイム」「ストーリーテリング」を開催しました。

また、近隣の中学生が、職場体験にきてくれました。

今回紹介した行事の詳しい内容は、朝日町教育文化施設１階エレベーター前にスペースを設けて紹介し

ているので、観に来てくださいね。

🌸🌸

🌸🌸

🌸🌸
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３月になりました。まだまだ朝晩は冷えると思いますが、今月の下旬あたりから桜が開花し

始め、春を感じることが多くなってくると思います。

今月はそんな「春」を感じる本を集めました。お花見や入園、入学の準備の本などもあります

ので、ぜひ参考にしてください！

２月２２日(土)～２３日(日)『ぬいぐるみおとまり会』
司書クマさんが、ぬいぐるみたちを図書館へ招待してくれました。夜の図書館でどんなことがおきたのかな？

１２月２６日(木)『冬休み映画会』
絵本作家宮西達也さん原作「おまえうまそうだな」のアニメを上映しました。

１１月３０日(土)『聞かせ屋。けいたろう」絵本ライブ
毎年恒例となった聞かせ屋。けいたろうさんのライブ。絵本の読み聞かせだけではなく、おもちゃのトロ

ンボーンとタップダンスなどで盛り上げてくださいました。

１１月６日(水)『コグニサイズで認知症予防を』
三重県立看護大学の白石教授を講師に招き、認知症予防のための体操などを教えていただきました。

１１月３日(日)『リサイクル会』
毎年好評の図書と雑誌のリサイクル会。来年度もぜひお越しください！

❁・❁・❁・ ・❁・❁・❁

３月１４日（土）・２８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

３月１１日（水）・２５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

赤ちゃんタイム

一般書

『おもしろくてためになる桜の雑学事典』
井筒 清次／著 日本実業出版社

桜の種類や名所の案内、歴史などが書か

れています。この１冊で桜のことを深く知るこ

とができます。

児童書

『入学準備の図鑑』
無藤 隆／監修 学研プラス

４月から小学１年生になる子にぴったりな本

です。小学校ってどんなところかな？入学式

の前に読んでみよう！

🌸🌸



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

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30

絵本

４月のカレンダー3月のカレンダー

ぎゃくたいってなあに？

スマート農業の大研究

金剛出版

PHP研究所

生活

技術

気をつけよう！ネット動画 １ 小寺 信良 汐文社

もしものせかい ヨシタケ シンスケ 赤ちゃんとママ社

情報

いつ死んでも後悔しない！かしこい「生前贈与」 渡辺 由紀子 PHP研究所

村木 美涼箱とキツネと、パイナップル 新潮社 小説

日本の仏様解剖図鑑 瓜生 中 エクスナレッジ 宗教

どうなってるの？税金の使われ方２ 『税金の使われ方』編集委員会 汐文社 社会

ぱっと見てわかる！はじめての応急手当１・３ WILLこども知育研究所 岩崎書店 からだ

裁判官も人である 岩瀬 達哉 講談社 裁判所

植栽大図鑑 山崎 誠子 エクスナレッジ 園芸

法律

絵でわかる薬のしくみ 船山 信次 講談社 医学

住まい

トコトンやさしいNC旋盤の本 澤 武一 日刊工業新聞社 機械

いろんなでんしゃはっしゃしまーす 岡本 雄司 アリス館 絵本

まんがクラスメイトは外国人 課題編
私たちが向き合う多文化共生の現実

「外国につながる子ども
たちの物語」編集委員会 明石書店 社会

青木 智恵子

海津 裕

動物と話せる少女リリアーネ１３ タニヤ・シュテーブナー 学研プラス 小説

空とぶ船とゆかいななかま バレリー・ゴルバチョフ 光村教育図書 絵本

斉藤 洋 偕成社 小説グレーテルの白い小鳥

小説文藝春秋伊吹 有喜雲を紡ぐ

エッセイKADOKAWA深爪 立て板に泥水

　　猫君 畠中 恵 集英社 小説

「超簡単」６０分でわかる！
リフォーム・外壁塗装の教科書

堤 猛
クロスメディア・
パブリッシング

◎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）

３月３日（火）、３１日（火）、４月３０日（木）は館内整理のため、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。
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