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企画展無事終了しました！ 

1 月 16 日(土)～2 月 14 日(日)にかけて「近代を生きた土佐派絵師 栗田真秀」展を開催し

ました。朝日町出身の日本画家栗田真秀をテ

ーマに取り上げ、真秀の師弟関係や交友関係

などに触れつつ、その画業を作品とともに紹

介いたしました。令和 3 年は栗田真秀が誕生

してちょうど 150 年になる節目の年です。栗

田真秀の業績を知っていただく良いきっか

けになればと思います。たくさんの方にご来

館いただきありがとうございました。 

今年度の文化教養講座は、「朝日町の歴史」

をテーマに、これまであまり取り上げられな

かった視点を、ちょっとだけ深掘りした内容

で開催しています。 
第 3 回（2 月 13 日(土)）は、「橘守部の学問

―日本書紀研究―」と題して、当館学芸員が朝

日町出身の国学者・橘守部の日本書紀研究に

ついて講演いたしました。 

日本画家 水谷立仙 

・水谷立仙画「牡丹図」          ・水谷立仙画「鶏図」 
・水谷立仙画「親鸞上人日野家宿泊之図」  ・水谷立仙画「十界図」 
・水谷立仙画「鍾馗図」 

暦 
  ・伊勢暦     ・三嶋暦     ・南部暦 

萬古焼コーナー 
・有節萬古 紅葉文食籠           ・有節萬古 刷毛目水指

 
講演会の様子 

 
 

展示会の風景 



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

３月10日（水）・２４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。

３月２７日（土）

１４：００～１５：００

入場無料・予約不要

全8チョイス

■こんな人におすすめ

□こどもにどんな本を読んであげよう

か迷っちゃう！

□本をじっくり選ぶ時間がない！

□いつもとちがう本が読んでみたい！

✔

✔

✔

■セットについて

お子さんの年齢に合わせて選べる８チョイス！

・あかちゃんから

・２さいから

・４さいから

・小学校低学年向け

・小学校中学年向け

・小学校高学年向け

・昔話

・わいわいセット

さらに「どうぶつ」「あそび」などいろんなテーマに

分かれています。

気楽にチョイス 楽しく読書

その名も“楽んチョ”。

図書館が選んだ子どもの本５冊を

セットにして貸出すサービスです。

・ ・

らく

マスク着用にご協

力お願いします！

アニメ



書名 著者名 出版社 分野

むかしむかしあるところに、哲学者がやってきた。 小川 仁志 高橋書店 思想

星ひとみの天星術 星 ひとみ 幻冬舎 占い

誤読のイタリア ディエゴ・マルティーナ 光文社 文化

おじさんは、地味な資格で稼いでく。 佐藤 敦規 クロスメディア・パブリッシング 資格

専門医が教える声が出にくくなったら読む本 渡邊 雄介 あさ出版 医学

トコトンやさしいウェアラブルの本 塚本 昌彦 日刊工業新聞社 コンピュータ

鼠、十手を預かる 赤川 次郎 KADOKAWA 小説

不可逆少年 五十嵐 律人 講談社 小説

アクティベイター 冲方 丁 集英社 小説

刑事の枷 堂場 瞬一 KADOKAWA 小説

書名 著者名 出版社 分野

いちばんさいしょのプログラミングえほん オオノ マサフミ KADOKAWA コンピュータ

こどものためのプログラミング くらしの中のプログラミング ヘザー・リオンズ 保育社 コンピュータ

こどものためのプログラミング アイデアを形にする、シェアする ヘザー・リオンズ 保育社 コンピュータ

こどものためのプログラミング 役立つアプリを作ってみよう！ ヘザー・リオンズ 保育社 コンピュータ

こどものためのプログラミング ゲームとアニメーション ヘザー・リオンズ 保育社 コンピュータ

国旗大図鑑 苅安 望 岩崎書店 しゃかい

学校、行かなきゃいけないの？ 雨宮 処凛 河出書房新社 せいかつ

きせつと行事を楽しむずかん 春 春のあそび、工作、りょうり 長谷川 康男 岩崎書店 ぶんか

いつもとちがうことがおきたら オナー・ヘッド 岩崎書店 せいかつ

不安でおちつかないとき オナー・ヘッド 岩崎書店 せいかつ

伝わる表現を選ぼう １ 「すごい」ってどんな感じ？ 伝わる表現研究会 汐文社 にほんご

もぐらどろぼう ささめや ゆき BL出版 えほん

パンどろぼうVSにせパンどろぼう 柴田 ケイコ KADOKAWA えほん

一般書

児童書



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

４月のカレンダー3月のカレンダー

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

３月２日（火）は２月分の館内整理のため、３月３１日（水）は３月分の館内整理のため、４月３０

日は４月分の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。

新型コロナウイルスの感染状況によっては、休館日が変わることがあります。最新の情報は、朝

日町教育文化施設のホームページをご覧いただくかお電話でお問い合わせください。

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。

教育文化施設 朝日町

発行／朝日町教育文化施設 ℡ 059－377－6111
HP http://library-museum.town.asahi.mie.jp/

「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

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）

「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
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