
 

 

 

≪６月の展示品≫ 

 

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 腥臙脂釉龍文輪花鉢  ・有節萬古 菊花文急須

デジタルミュージアム更新 

朝日町歴史博物館デジタルミュージアムのデータを更新しました。栗田真秀

や水谷立仙の絵画作品と萬古焼のデータを追加しました。ぜひご利用ください。 
【アドレス】http://asahitown-museum.com/ 
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」詠草は柿本人麻呂の和歌を橘守部

が写したものです。柿本人麻呂は『万葉集』を代表する歌人で、後世の歌人の多

くがその歌風の影響を受けています。橘守部もそのような歌人のひとりです。当

館所蔵の橘家伝来資料には人麻呂の歌を写した守部の習書が複数残されていま

す。また、守部が詠んだ和歌「わたの原 ゆたにかすめる 眉かきに 神の御面
み お も

も 
今朝ぞ満たりゆく」（『橘守部家集』）の「御面」という語句は人麻呂の長歌「天

地 日月とともに 満り行かむ 神の御面と 継ぎ来たる（以下略）」（『万葉集』巻

2）にみえる「御面」から取ったものであると思われます。 

朝日町歴史博物館公式

HP をチェックするミン 



河出書房新社佐藤 勝彦科学者になりたい君へ

水を縫う

アーニャは、きっと来る

サンドイッチクラブ

カラスのいいぶん

ゆりの木荘の子どもたち

どこからきたの？おべんとう

みずをくむプリンセス

あかね書房

ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版

あすなろ書房

寺地 はるな 集英社

兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン

マイケル・モーパーゴ 評論社

牧野 富太郎 清水 洋美 汐文社

オランウータンに会いたい 久世 濃子

嶋田 泰子 童心社

エカシの森と子馬のポンコ 加藤 多一 ポプラ社

長江 優子 岩波書店

おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ フレーベル館

富安 陽子 講談社

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー 徳間書店

鈴木 まもる 金の星社

わたしたちのカメムシずかん 鈴木 海花 福音館書店

そのときがくるくる すず きみえ 文研出版

ピーター・H・レイノルズ さ・え・ら書房

たかお ゆうこ ひさかたチャイルドあなふさぎのジグモンタ

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
１０：００～１２：００

６月９日（水）・２３日（水）

赤ちゃんと一緒に図書館を

お楽しみください。

乳幼児向けおはなし会
６月２３日（水）

１０：００～（２０分程度）

朝日町教育文化施設２階 視聴覚室

※先着８組

課題図書一覧

夏休みには殺到する課題図書。

読むなら今がチャンス！早めに夏

休みの準備を始めませんか？

※８月１日から「中学生」のみ貸出

期間を一週間とさせていただきます。
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書名 著者名 出版社 分野
古代寺院 吉村 武彦 岩波書店 歴史

るるぶ山形 ’２２ JTBパブリッシング 旅行

物理学者のすごい思考法 橋本 幸士 集英社インターナショナル 物理学

身近な雑草たちの奇跡 森 昭彦 SBクリエイティブ 植物学

敏感すぎる人のいつものしんどい疲れがすーっとラクになる本 長沼 睦雄 永岡書店 健康

本当の自由を手に入れるお金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版 家計

それでも僕は歩き続ける 田中 陽希 平凡社 自伝

烏百花 白百合の章 阿部 智里 文藝春秋 小説

めぐりんと私。 大崎 梢 東京創元社 小説

偶然の家族 落合 恵子 東京新聞 小説

小説８０５０ 林 真理子 新潮社 小説

エレジーは流れない 三浦 しをん 双葉社 小説

書名 著者名 出版社 分野
「ハーフ」ってなんだろう？ 下地 ローレンス吉孝 平凡社 社会

表・グラフの読み方・つくり方 渡辺 美智子 PHP研究所 社会

ざんねんないきもの事典 ますます 今泉 忠明 高橋書店 動物

いきもの口図鑑 長谷川 眞理子 インプレス 動物

神さまの通り道 村上 しいこ 偕成社　 小説

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない１１ 夜野 せせり 集英社 小説

人類滅亡フラグがたちました！ 令丈 ヒロ子 PHP研究所 小説

まいごのたまごにいちゃん あきやま ただし 鈴木出版 絵本

へんてこたいそう 新井 洋行 小峰書店 絵本

ものおもう 新井 洋行 アルファポリス 絵本

おやつトランポリン 小池 壮太 白泉社 絵本

はらぺこ横綱 ささめや ゆき 福音館書店 絵本

眠り猫 ささめや ゆき 福音館書店 絵本

にんきものいちねんせい つちだ のぶこ 小学館 絵本

二平方メートルの世界で はた こうしろう 小学館 絵本

ともだちいっしゅうかん 降矢 なな 偕成社　 絵本

あきらがあけてあげるから ヨシタケ シンスケ PHP研究所 絵本

「ふくはなにからできてるの？」
佐藤 哲也／文 網中 いづる／絵 福音館書店

「世界のかわいい民族衣装」
上羽 陽子／著 誠文堂新光社

６月は衣替えの季節です。冬服から夏服に変わる季節ですね。

そこで今月は、「服」をテーマに本を集めました。この機会に普段着ないような服を

着てみたり、服の整理を行うのはいかがでしょうか。ぜひ、借りていってください。

世界中のかわいい民族衣装が紹介されています。見た

ことない模様の衣装やかわいい形の服がたくさん載ってい

ます。オールカラーで読みやすい一冊です。

毎日着ている服。それが何からできているのか知ってい

ますか？答えを知りたい子は、ぜひこの本を読んでみて！

今月の特集「服」

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 1 2 3

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

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

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

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

6月のカレンダー 7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/

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。

「ぽかぽか絵本」
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

ストーリーテリングの会「フォンターナ」
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）

「がけやま」
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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