
 

 

 

≪１０月の展示品≫ 

 

 

 

 

【博物館あれこれ】いろいろな研修が行われました。 
 

 7月 29日から 8月 3日にかけて、博物館学芸員資格取得の

ための実習生を 4名受け入れました。 

始めに、朝日町の歴史や文化を学び、朝日小学校円形校舎、朝

日町資料館の見学をしていただきました。次に、文化財の基本的

な取り扱い方、教育普及活動としての博物館の役割、博物館の運

営や事業の企画立案等を学び、最終日には、実際に当館の常設展

示の展示替えをしていただきました。 

また、8 月 25 日には、朝日町教育委員会主催初任者研修会

を実施し、今年度朝日小、中学校に赴任された４名の先生が参加

し、朝日町の歴史と文化について学んでいただきました。 
 

今後の皆様のご活躍に期待します。 

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。 



新型コロナウイルス感染症の拡大の状況次第では、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頂くか

お電話で問い合わせください。



書名 著者名 出版社 分野

14歳からのプログラミング 千葉 滋 東京大学出版会 情報

神社語辞典 本村 のり子 誠文堂新光社 宗教

ぼくらはひとつ空の下 優人 三元社 時事

トコトンやさしい地球学の本 西川 有司 日刊工業新聞社 気象

図解　身近にあふれる「感染症」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社 医学

ねころんで読める排尿障害 髙橋 悟 メディカ出版 医学

トコトンやさしい電気自動車の本 廣田 幸嗣 日刊工業新聞社 技術

今すぐ使えるかんたん ぜったいデキます! ネット通販でお買いもの 井上 香緒里 技術評論社 生活

近畿日本鉄道沿線アルバム 一般車両編・特急車両編 牧野 和人 アルファベータブックス 交通

透明な螺旋 東野 圭吾 文藝春秋 小説

死物語　上・下 西尾 維新 講談社 小説

とにもかくにもごはん 小野寺 史宜 講談社 小説

追憶の烏 阿部 智里 文藝春秋 小説

彼岸花が咲く島 李 琴峰 文藝春秋 小説

見た目が気になる 河出書房新社 河出書房新社 哲学

実験でわかる発見・発明大百科３ 米村 でんじろう 新日本出版社 理科

地球があぶない!地図で見る気候変動の図鑑 ダン・フッカー 創元社 理科

季節の草花あそび　春 相澤 悦子 汐文社 理科

もしもロボットとくらしたら 山本 省三 WAVE出版 社会

きちんと伝わる手紙の書きかた２ 手紙の書きかた研究会 汐文社 国語

めしつかい猫と運命の宝石 あんびる やすこ 講談社 小説

オレのジタバタ記 常 新港 樹立社 小説

みつ timatima 金の星社 絵本

どせいじんくん 岡田 よしたか 出版ワークス 絵本

ふしぎな月 吉田 尚令 理論社 絵本

一
般
書

児
童
書

武士や貴族そして文化人まで、

歴史に登場する人たちの人生に寄り添い、

食された和菓子のエピソードを綴った

この本をぜひご賞味ください。

一般書
『和菓子を愛した人たち』

虎屋文庫／編著 山川出版社

児童書
『魔女図鑑―魔女になるための11のレッスン―』

マルカム バード／作・絵 金の星社

１０月といえばハロウィン。ハロウィンでは、子どもたちは思い思いの仮装をして近所の家を訪ね、

「トリック・オア・トリート（お菓子をくれなきゃいたずらするぞ）」と言ってお菓子をもらう風習があります。

ということで、今月は図書館から少し早いスイーツのように甘い本をお届けします！

あなたは魔女のこと、どれくらい知ってる？

じつはとってもオシャレで

お菓子づくりだっておてのもの。

この本を味わえば君たちも魔女の仲間入り。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

11月のカレンダー１０月のカレンダー

学習室開放日休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

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。

「がけやま」

「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。

活動日：第２・第４土曜日

「ぽかぽか絵本」

「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：７・８ヶ月児健康相談日
偶数月第４水曜日

ストーリーテリングの会

「フォンターナ」

「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。

活動日：５・８・１１・２月の第３日曜

日（他にも活動あり）

１１月４日（木）～１１月１２日（金）は企画展準備のため博物館が
１１月２日(火)・１１月３０日(火)は館内整理日のため博物館・図書館ともに
休館いたします。
何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

開館日が変更になりました

１０月５日(火)

～１０月１５日(金)

開館します。
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