
 

 

≪４月の展示品≫ 

 
【博物館あれこれ】屋台展示をちょっと展示替えしました！ 

 実は、3 月はじめに屋台展示の中世

コーナーを告知もなしに密かに展示替

えしていたのですが、お気づきになら

れましたでしょうか。今回の展示替え

では、新たに柿
かき

城
じょう

出土の大きなすり鉢

と『伊勢
い せ

軍記
ぐ ん き

』を展示しました。 

 『伊勢軍記』は江戸時代中期に成立したと思われる軍記物で、戦国時代における伊勢国の

戦乱の様子をえがいています。今回の展示替えでは、弘
こう

治
じ

2 年(1556)に近江
おうみの

国
くに

（現在の滋賀

県）の戦国大名六角
ろっかく

義
よし

賢
かた

の軍勢が三重郡の千草
ち く さ

城
じょう

(現在の菰野町千草)を攻めた場面を紹介し

ています。この戦いの結果、千草城主の千草氏は六角氏の支配下に入ります。これで勢いづ

いた六角氏は翌年再び北勢に出兵しました。この出兵の際に、柿城攻めが行われたことが滋

賀県内に残る古文書から確認でき、その詳細は『勢州
せいしゅう

軍記
ぐ ん き

』などの他の軍記物に記述されて

います。ただ、残念なことに肝心の『伊勢軍記』には柿城攻めに関する記述がありませんで

した。（この場面が書かれていたら、そこを展示したかった…） 

 もっとも『伊勢軍記』をはじめとする軍記物には誇張がつきものです。例えば、縄生
な お

城主

栗田
く り た

監物
けんもつ

は、軍記物では織田信長の北勢侵攻に際して、信長軍と戦い、壮絶な最後を遂げた

と記述されます。しかし、実際には、栗田監物は信長の北勢侵攻後も生き続け、織田
お だ

信
のぶ

雄
かつ

（信

長の次男）の家臣になっていたりします。このように、軍記物の記述をそのまま史実と考え

ることには慎重にならなければなりません。ただ、その記述は読み物としてとても面白く、

現在も私たちを魅了し続けているのです。 

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 色絵松竹梅文片口鉢  ・有節萬古 織部写花文小皿



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

４月１３日・２７日（水）

１０：００～１２：００

あさひライブラリ－

赤ちゃんタイム

４月２７日（水）

１０：００～（２０分程度）

場所：２階視聴覚室

定員：８組（先着順）

乳幼児向けおはなし会

赤ちゃんと一緒に

図書館をお楽しみ下さい。

絵本の

読み聞かせや

手遊びなどを

行います。

年間を通して様々なイベントがあります
ぜひご参加ください。

春： ティーンズに合わせた本の特集・展示

夏： 工作教室・手作り絵本教室・夏休みの宿題サポートコーナー

秋： 図書・雑誌のリサイクル会・成人向け教室

冬： ぬいぐるみおとまり会

他にもおはなし会やストーリーテリング、
展示など行事が目白押し。

今年は開館２５周年記念イベントも
開催予定です！



書名 著者名 出版社 分野
あなたの心に青空を 瀬戸内 寂聴 光文社 宗教

地球の歩き方ムー 異世界の歩き方 地球の歩き方 旅行

るるぶ広島宮島　'23 JTBパブリッシング 旅行

バブル崩壊前夜を迎えた中国の奈落 石 平 ビジネス社 政治

最期の声 山川 徹 KADOKAWA　 災害

子どもの逆境に負けない力「レジリエンス」を育てる本 足立 啓美 法研 教育

絶景の成り立ちを学ぶ 山口 耕生 世界文化社 自然

70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える!   　塩野崎 淳子 すばる舎 健康

おいしい子育て 平野 レミ ポプラ社 料理

プロに教わる野菜の収穫・保存・加工の技とコツ やさい畑ファーマーズ倶楽部 家の光協会 園芸

いえ 小野寺 史宜 祥伝社 小説

タラント 角田 光代 中央公論新社　 小説

人生の決算書 曽野 綾子 文藝春秋 小説

0 堂場 瞬一 河出書房新社 小説

奇跡 林 真理子 講談社　 小説

書名 著者名 出版社 分野

6年1組黒魔女さんが通る!!16  石崎 洋司 講談社 小説

ぼくらは少年鑑定団! くすのき しげのり 講談社 小説

妖怪の子、育てます1 廣嶋 玲子 東京創元社　 小説

涙と笑いのミステリー  宮部 みゆき 汐文社 小説

あぶないときはいやです、だめです、いきません 石塚 ワカメ 岩崎書店 絵本

おちつきがなかったらやってみて!   オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 絵本

ぱなしくん 柴田 ケイコ PHP研究所 絵本

大ピンチずかん 鈴木 のりたけ 小学館 絵本

いっこでもにくまん 　ふじもと のりこ 世界文化ワンダークリエイト 絵本

おちつきがなかったらやってみて!   オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 絵本

神内 聡／著 くもん出版

成年年齢が引き下げられたり、プラスチック資源循環促進法が施行されるなど、

４月になって世間も皆さんの周りも様々な変化を遂げています。

図書館では『スタート』をテーマに４月になって始まる物事についての本を集めました。

「プラスチック・プラネット」
ジョージア・アムソン=ブラッドショー／作 評論社

「大人になるってどういうこと?」

18歳になると高校生でも「大人」として扱われます。

２０歳までできないことって？

契約をするために必要なことって？

大人になるなら知っておきたいことがこの１冊に

詰まっています。

ストローや歯ブラシ、フォークやスプーンまで。

日常生活で、必ず登場するプラスチック。

しかし「分解しない」という特性が、様々な問題を

引きおこしているって知っていますか？

SDGsの目標も併せて分かる本です。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

4月のカレンダー 5月のカレンダー

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

５月６日（金）は４月分の館内整理のため、５月３１日（火）は５月分の館内整理のため

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。

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・・・乳幼児向けおはなし会（偶数月第４水曜日）

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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