
 

 

≪３月の展示品≫ 

 
【博物館あれこれ】未来の俳人たち（朝日小学校 6 年生俳句作品展）後日談… 

2 月 2 日（水）から 27 日（日）まで、1 階インフォメーションプラザで朝日小学校 6 年生

児童による俳句作品展が開催されました。児童のみなさんには素敵な作品を出品していただ

き、また、来館者の方々には児童の力作の前に立ち止まってご覧下さり感謝申し上げます。 

この俳句展は、年度の前半に実施している朝日中学校生徒によるものとともに、当館の年

中行事となっています。開催のきっかけは、23 年前の平成 11 年に 遡
さかのぼ

ります。この年、博物

館では、朝日町在住で町屋川をこよなく愛した俳人・中村
なかむら

古松
こしょう

（1901~1979）をテーマとし

た展示会を開催しました。ちょうど小学校 6 年生が国語の授業で初めて俳句を習うというこ

ともあって、その成果として本格的な短冊に自ら書いた俳句作品を展示するコーナーを設置

しました。そのような経緯がきっかけでした。展示会の 1 コーナーから始まった企画ですが、

来館者に好評だったこともあり、当時の小学校の校長先生からも「良い企画だから年中行事

にしよう」という提案もあって現在にいたっております。まだ、小学校 1 学年のクラスが 2

クラスの時代でした…。 

毎年、児童の力作には感動いたします。みなさん、「うれしい」「たのしい」「感動した」と

いった、いろいろな経験を素直に五・七・五の世界に織り込みます。ちょっと、難しいことば

で表現すると写実的な作品が多いです。そのため、見る側には作者の気持ちがストレートに

伝わり、その情景を思い浮かばせることができます。友だち

と遊んですごく楽しい、きれいな夜空をみて感動、おいしい

ものを食べておなかいっぱい…、などなど、見ていても心が

ホッコリします。 

 ほんとうにみなさん素直です。自分もこんなころがあった

んだろうなぁ…、と人生を振り返りながら…。 

日本画家 栗田真秀  
  ・栗田真秀画「長生殿不老門之絵」 ・栗田真秀画「陶弘景聴筝図」 

・栗田真秀画「寿老人」      ・栗田真秀画「大黒之絵」 

・栗田真秀画「社頭杉絵」      ・栗田真秀画「海辺松群鶴之絵」 

幕末の苗代神社  
    ・大吉天神宮納帳（写本）     ・黒沢翁満『北勢古志』 

  ・（御本所様へ苗代神社号を願いたく、御印形依頼） 

  ・「式内苗代神社御書加願之覚」の草稿 

  ・断簡              ・神道裁許状 

萬古焼コーナー  
・有節萬古 腥臙脂釉襖引手    ・有節萬古 青磁瓶掛
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本庁舎停電に伴う

図書館システム停止のお知らせ

日時 ▶ ３月２０日（日）終日予定 （雨天の場合延期）

停止中は次のサービスができなくなります。

□図書カードを忘れた場合の貸出

□利用状況等の照会

□返却期限の延長

□利用者端末での本の検索

□図書カード新規登録

□パスワードの発行

□図書館Ｗｅｂサービス（検索・予約）
ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださいますようお願いします。

※日程が決まり次第お知らせします。

※



書名 著者名 出版社 分野

最新インターネットの法律とトラブル対策 森 公任 三修社 法律

行政マンとして図書館員が忘れていること 内野 安彦 樹村房 図書館

るるぶ京都’２３ JTBパブリッシング 旅行

大人になるってどういうこと？ 神内 聡 くもん出版 法律

これ一冊でわかる！障害年金のしくみと手続き 吉野 千賀 ナツメ社 年金

自分がおじいさんになるということ 勢古 浩爾 草思社 社会

保育の現場で使える文章と言葉かけ 横山 洋子 池田書店 教育

タイミングの科学 乾 信之 京都大学学術出版会 医学

会話に花が咲くクイズ昭和物語 安部 満 みらいパブリッシング 健康

糖質オフのズボラやせおやつ うる ワニブックス 料理

いちばんよくわかる猫種図鑑 長谷川 諒 メイツユニバーサルコンテンツ ペット

７５歳以上の免許更新が変わる！！！ 高齢者安全運転支援研究会 JAFメディアワークス 自動車

全国新幹線完全ガイド 双葉社 鉄道

ダーリンは７６歳 西原 理恵子 小学館 コミック

武器としてのヒップホップ ダースレイダー 幻冬舎 音楽

新しいあいさつ・スピーチ文例集 すぴーち工房 法研 生活

＃寂聴さん 瀬尾 まなほ 東京新聞 作家論

寂聴さんに教わったこと 瀬尾 まなほ 講談社 作家論

ボタニカ 朝井 まかて 祥伝社 小説

母の待つ里 浅田 次郎 新潮社 小説

赤と青とエスキース 青山 美智子 PHP研究所 小説

六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成 KADOKAWA 小説

アクトレス 誉田 哲也 光文社 小説

５分間思考実験ストーリー 北村 良子 幻冬舎 生活

ニッポンの総理大臣 ニッポンの総理大臣編集部 学研プラス 社会

中学校ってどんなとこ？ 升野 伸子 世界文化ブックス 学校生活

小学生の水泳最強上達BOOK 森 謙一郎 メイツユニバーサルコンテンツ スポーツ

お花のドレスのBプラン あんびる やすこ 岩崎書店 小説

ケケと半分魔女 角野 栄子 福音館書店 小説

探検！いっちょかみスクール 怪盗の後継者編 宗田 理 静山社 小説

君色パレット 戸森 しるこ 岩崎書店 小説

ヤマネコとアザラシちょうさだん 五十嵐 美和子 PHP研究所 絵本

ジロッ たけがみ たえ 絵本館 絵本

やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？ なかや みわ 白泉社 絵本

ひなまつりセブン ふくだ いわお 世界文化ワンダークリエイト 絵本

どうしてパパとけっこんしたの？ 桃戸 栗子 福音館書店 絵本

一
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 1 2

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

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

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

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

4月のカレンダー３月のカレンダー

「がけやま」
「がけやま」では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

ストーリーテリングの会「フォンターナ」
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。

活動日・・・５・８・１１・２月の第３日曜日（他にも活動日あり）

「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。

活動日・・・乳幼児向けおはなし会（偶数月第４水曜日）

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。

３月１日（火）は２月分の館内整理のため、３月３１日（木）は３月分の館内整理のため、図書館、博物館

とも休館いたします。 何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

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

教育文化施設 朝日町

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。

詳しくは図書館まで
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