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≪今月の展示品から≫ 
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 この作品は当館の収蔵品台帳には「画題不詳」と登

録されていた謎の作品です。今回展示するにあたり、

その画題を明らかにしようと作品をよく観察してみま

した。その結果、①画面やや上方に舟が描かれており、

舞台は海に近いこと、②満月が昇っている夜であるこ

と、③琵琶
び わ

を弾く僧侶と琴を奏でる貴族が描かれてい

ることがわかりました。そして、これらのシチュエー

ションをすべて満たす古典文学の名場面を考えてみた

ところ、思い浮かんできたのが紫式部の『源氏物語』

「明石
あかしの

巻
ま き

」でした。須磨
す ま

（現在の神戸市）に流され、

さみしく暮らしていた 光
ひかる

源氏
げ ん じ

が 明石
あかしの

入道
にゅうどう

に迎えら

れ、彼の屋敷で明石入道と合奏するという「明石巻」

のワンシーンは光源氏が琴の名手であったことを象徴

する名場面として知られています。 
 以上のことから、「画題不詳」とされてきたこの 
作品は「源氏物語 明石図」であると推測できる 
のです。 

日本画家 栗田真秀  

・栗田真秀画「源氏物語 明石図」 ・栗田真秀画「秋草鶉図」  
・栗田真秀画「社頭杉絵」    ・栗田真秀画「大黒之絵」 
・栗田真秀画「海辺松群鶴之絵」 

国学者 橘守部  
  ・豆斑硯            ・橘守部筆「嗚呼見乃浦尓」詠草 

  ・橘守部筆「金戸田之」詠草   ・橘守部筆「御園に」詠草 

  ・橘守部筆「わかやまひ」詠草 

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

破線部分を拡大したもの。丸で囲んだ部 
分に舟が描かれている。 



‟あったらイイな″
５月１２日・２６日（水） １０：００～１２：００

あさひライブラリ－

赤ちゃんタイム

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

「いっしょに よもう、

いっぱい よもう」

図書館が選んだ本を貸出す に新たなセットを追加しよう！

ストーリーテリング
５月１６日（日） １１：００～１１：３０ ２階視聴覚室

申込期間 ～５月１４日（金）

定員 １５名（先着順）

絵本を使わず

耳で楽しむ特別な

おはなし会です。

※座席に余裕がある場合は、当日参加も受け付けております。

世界でいちばんきれいな声 (ラ・フルール作 )
くわずにょうぼう (日本の昔話)

オオカミと七ひきの子ヤギ (グリムの昔話)

こどもの読書週間特別企画

赤ちゃんと一緒に

図書館を

お楽しみ下さい。

みなさんは、どんなテーマ本を読みたい？

テーマ応募期間： ～５月１２日（水）

投票期間：５月１５日（土）～ ５月３０日（日）

結果発表：６月２日（水）～



書名 著者名 出版社 分野
日本宗教史　２ 上島 享 吉川弘文館 宗教

白河藩 植村 美洋 現代書館 歴史

金沢・北陸 実業之日本社 旅行

るるぶ滋賀びわ湖　'22   JTBパブリッシング 旅行

現代カナダを知るための60章 飯野 正子 明石書店 文化

すぐにもらえるお金と使えるサービス 溝口 知実 自由国民社 福祉

活発脳をつくる60歳からの切り紙 古賀 良彦 主婦の友社 工作

カラーボールペン画入門 オガワ ヒロシ 日貿出版社 絵画

ひとりなら、それでいいじゃない。 曽野 綾子 ポプラ社 エッセイ

泳ぐ者 青山 文平 新潮社 小説

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本 惟 新潮社 小説

魂手形　三島屋変調百物語　7 宮部 みゆき KADOKAWA 小説

書名 著者名 出版社 分野
福祉用具の図鑑 徳田 克己 金の星社 バリアフリー

消えゆくくらしのモノ事典 岩崎書店編集部 岩崎書店 歴史

きせつと行事を楽しむずかん　夏 長谷川 康男 岩崎書店 文化

たけのこなんのこ？ ひさかたチャイルド 理科

お菓子はすごい! 柴田書店 柴田書店 家庭

発達障害のおはなし１，２，３ 細川 貂々 平凡社 生活

持続的な社会を考える新しい環境問題１，２ 古沢 広祐 金の星社 社会

完全版ことわざ・四字熟語・慣用句大辞典1120  青木 伸生 西東社 国語

十年屋　５ 廣嶋 玲子 静山社 小説

サイコーの通知表 　工藤 純子 講談社 小説

カレンダー吸血鬼は知っている 藤本 ひとみ 講談社 小説

恐竜トリケラトプスとケツァルコアトルス 黒川 みつひろ 小峰書店 絵本

ももんちゃんどこへいくのかな? とよた かずひこ 童心社 絵本

10かいだてのまほうつかいのおしろ 　のはな はるか PHP研究所 絵本

ありえない! エリック・カール 偕成社　 絵本

児童書

一般書

5月15日から6月15日まで情報通信月間です。情報通信月間とは、1985年の情報通信の制度改革の際に、

情報通信の普及・振興を図ることを目的に設けられました。リモートワークやオンライン授業など、デジタル

活用のニーズが高まっている今こそ、まだ知らない便利な機能や、注意点などを知ってください。

「SDGsのきほん10 インフラ」
稲葉 茂勝／著 ポプラ社

「IT用語図鑑」

ＳＮＳ、ニュースで聞き慣れない単語はありませんか？それは

もしかしたら、IT用語かも。

インターネットとイントラネットの違いは？RPA、IoT、UIって？

その答えがこの本に載っています。

SDGｓは全世界が2030年までに達成すべき17の

目標です。この本では目標９を紹介しています。

インターネットがどのように人々の生活に関わっ

ているのか、そして現状についても知ってください。

増井 敏克／著 翔泳社



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

5月のカレンダー 6月のカレンダー

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

６月１日（火）・３０日（水）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。

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/

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・・・偶数月第４水曜日

７・８ヶ月児健康相談日

図書館で昔話などを語る活動をしています。

こども達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）

活動に興味のある方は、あさひライブラリーまでお問い合わせください。

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
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