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【館蔵品紹介】「伊藤圭介肖像」 
 当館の収蔵資料の中には少ないながらに写真資料もあります。そのひとつが今回紹

介する「伊藤圭介肖像」になります。 
 伊藤

い と う

圭介
けいすけ

（1803－1901）は名古屋出身の博物学者です。スウェーデンの博物学者

リンネの植物分類体系を日本に初めて紹介したことや「おしべ」「めしべ」「花粉」な

どの植物用語を造語したことで知られています。東京大学教授などの要職を歴任し、

明治 21 年（1888）には日本で初めて理学博士の学位を授けられています。 
 そんな伊藤圭介ですが、実は北勢地域にもゆかりの深い人物です。当時、北勢地域

には交友社という 丹波
に わ

修
しゅう

治
じ

（伊藤圭介の弟子）が結成した博物学の研究会が存在

し、鎌井
か ま い

松石
しょうせき

をはじめとする北勢地域の博物学者が参加して

いました。伊藤圭介は博物学のレジェンド的存在でありながら、

交友社の活動を気にかけており、交友社が開催する展覧会に自

らのコレクションをたびたび出品して激励しています。明治 22
年 8 月、交友社は伊藤圭介を桑名に招き、記念展覧会を盛大に

開催します。この写真はその時に桑名の写真館 笛
て っ

橋堂
きょうどう

で撮ら

れたもので、交友社の主要メンバーであった二代目森有節が所

有していたものになります。 

北勢交友社  
  ・交友社博物会広告      

・北勢嘗百交友社第十五回博物会出品目録 

・『植物真影』          ・伊藤篤太郎編『錦窠翁耋筵誌』 

・『奇貝図譜』          ・硯 

・『帆山唯念翁植物図』 

日本画家 栗田真秀  

・栗田真秀画「二神降臨図」     ・栗田真秀画「田道間守公之図」 
・栗田真秀画「日本武尊絵」 

萬古焼コーナー  
・有節萬古 腥臙脂釉鳳凰文蓋物 ・有節萬古 色絵白魚文蓋物

※新型コロナウイルス感染症の拡大及び緊急事態宣言の状況次第で

は、臨時休館やイベントの中止・変更等が発生する場合がございま

す。 



蔵書点検のお知らせ
１０月５日（火）～１０月１５日（金）

蔵書点検のため上記の期間、休館いたします。

ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。
★返却は返却ポストをご利用くさだい。

（相互貸借本、CD-ROM、大型絵本はポストに

入れず、開館後にご返却ください。）

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。

お
ね
が
い

赤ちゃんタイム
９月８日・２２日（水）

１０：００～１２：００
赤ちゃんと一緒に

今年は９月２１日が十五夜です。一年で一番、月を見る機会が多いのではないでしょうか。

今月は、そんな『月』についての本を集めました。一番身近な天体である月について、もっと

たくさんのことを知ってみましょう！

月のきほん

白尾 元理／著 誠文堂新光社

月のことが分かりやすく説明されている本です。

イラストもかわいくて読みやすいです。

もしも月でくらしたら

山本 省三／作 村川 恭介／監修 WAVE出版

月で暮らすにはどんな工夫が必要かな？

地球とは違う生活をのぞいてみよう！

太陽の広場（屋外）またはZOOMで開催します。

（感染症拡大状況により開催方法を決定します）

事前申込制。定員40名（先着順）。9/15受付開始。

詳しくは図書館または図書館HPでお知らせします。

聞かせ屋。けいたろう

絵本ライブ

10月23日（土）
10：00～10：30

雨天時、ZOOMの場合は時間が異なります



書名 著者名 出版社 分野
今すぐ使えるかんたんWindows１０完全ガイドブック困った解決＆便利技 ２０２１－２０２２年最新版 リブロワークス 技術評論社 コンピュータ

１％の努力 ひろゆき ダイヤモンド社 人生訓

闇の盾 寺尾 文孝 講談社 伝記

４７都道府県ニッポン学び旅２００ 梅澤 真一 朝日新聞出版 ガイドブック

日光・戦場ヶ原・奥鬼怒 実業之日本社 ガイドブック

るるぶ松江出雲石見銀山足立美術館’２２ JTBパブリッシング ガイドブック

６０分でわかる！ESG超入門 バウンド 技術評論社 ビジネス

資格取り方選び方全ガイド ２０２３年版 高橋書店編集部 高橋書店 資格

これならわかる＜スッキリ図解＞精神保健福祉制度のきほん 二本柳 覚 翔泳社 福祉

０～５歳児ケガと病気の予防・救急まるわかり安心BOOK 高見 剛 ナツメ社 保育

たぶん一生使わない？異国のことわざ１１１ 時田 昌瑞 イースト・プレス 文化

虫のぬけがら図鑑 安田 守 ベレ出版 昆虫

身近な人の突然死・寝たきりを防ぐ心臓と脳の正しいケア 鈩 裕和 自由国民社 医学

しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識 峰 宗太郎 池田書店 医学

いちばんよくわかる！猫の飼い方・暮らし方 岩下 理恵 成美堂出版 ペット

覆面アーティスト バンクシーの正体 毛利 嘉孝 宝島社 芸術

爆釣！東海エリア堤防釣り場ガイド コスミック出版 アウトドア

ロータスコンフィデンシャル 今野 敏 文藝春秋 小説

霧をはらう 雫井 脩介 幻冬舎 小説

明日は結婚式 小路 幸也 祥伝社 小説

もういちど 畠中 恵 新潮社 小説

書名 著者名 出版社 分野
東大教授がおしえるさらに！やばい日本史 本郷 和人 ダイヤモンド社 でんき

北里柴三郎 おおつき べるの 集英社 でんき

開廷！こども裁判 山崎 聡一郎 講談社 しゃかい

雲と雨の大研究 荒木 健太郎 PHP研究所 きしょう

ほんとうはびっくりな植物図鑑 石井 英男 SBクリエイティブ しょくぶつ

魚の教え 上巻・下巻 群羊社 しぜんかがく

無駄なマシーンを発明しよう！ 藤原 麻里菜 技術評論社 あそび

かげろうのむこうで 斉藤 洋 偕成社 しょうせつ

ラストで君は「まさか！」と言う 素敵なカン違い PHP研究所 PHP研究所 しょうせつ

シンデレラ階段は知っている 藤本 ひとみ 講談社 しょうせつ

みんなのためいき図鑑 村上 しいこ 童心社 しょうせつ

５秒後に意外な結末 オイディプスの黒い真実 桃戸 ハル 学研プラス しょうせつ

暗号クラブ１９ 森の中のハイキングはクマに注意！？ ペニー・ワーナー KADOKAWA しょうせつ

あべ弘士のシートン動物記３ 灰色グマのワーブ あべ弘士 学研プラス えほん

オレじてんしゃ！ 石井 聖岳 ほるぷ出版 えほん

こうじしてます こつこつこーん くにすえ たくし 視覚デザイン研究所 えほん

しらすどん 最勝寺 朋子 岩崎書店 えほん

うちのねこ 高橋 和枝 アリス館 えほん

ここはいつでもぼくの場所 埜納 タオ 少年写真新聞社 えほん

ぱったんして 松田 奈那子 KADOKAWA えほん

宿題ファイター よしなが こうたく 好学社 えほん

止めなくちゃ！気候変動 ニール・レイトン ひさかたチャイルド 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 1 2

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

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

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

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

9月のカレンダー １０月のカレンダー

９月３０日（木）は館内整理日、１０月５日（火）～１５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。

新型コロナウイルス感染症の拡大及び緊急事態宣言の状況次第では、

臨時休館やイベントの中止・変更等が発生する場合がございます。

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。

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

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

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

教育文化施設 朝日町

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。
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