
 

 

≪６月の展示品≫ 

 

未来への俳人たち 

朝日中学校３年生俳句作品展 
 

朝日中学校３年生による俳句作品展を下記日程により開催します。最優秀

賞など各受賞作品もご覧いただけます。今年も生徒のみなさんの力作をぜひ

お楽しみください。 

場所 朝日町教育文化施設 １階インフォメーションプラザ  

日時 令和４年７月１日（金）～令和４年７月３１日（日） 

午前９時から午後５時まで 

※７月４日（月）、１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）は休館します。 

 

 

中村古松
こしょう

って誰・・・？ 
 

毎年開催している、小・中学校の俳句展にて、「中村古松特別賞」 

という賞を設けています。 

この「中村古松」って誰？という質問がよくありますが、当町出身   

の人物です。中村古松は本名を喜三郎といい、明治３４年（１９０１

年）に縄生に生まれました。高橋其光
き こ う

や川口仙
せん

秋
しゅう

に俳句を学びました。                     

町屋川をこよなく愛した俳人で「不老会」を主宰し、俳誌「松の栞
しおり

」

を大正１０年（１９２１年）から亡くなるまでの約６０年間独力で刊 

行しました。昭和５４年（１９７９年）に７８歳で亡くなりました。 

明治の歌人 橘道守  
  ・橘道守筆「うしといひし」詠草  ・橘道守筆「新年雪」詠草 

・橘東世子筆「桃契追年」詠草   ・森寛斎画・橘道守賛「須磨の秋」 

・橘守部著『文章撰格』      ・橘守部著『蓬莱園記』 

日本画家 水谷立仙  
    ・水谷立仙画「親鸞上人日野家宿泊之図」 

  ・水谷立仙画「聖観音図」     ・水谷立仙画「心図」 

  ・水谷立仙画「聖徳太子御像」   ・水谷立仙画「雀図」 

萬古焼コーナー  
・有節萬古 赤絵山水文急須    ・有節萬古 急須



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

☂ ☂ ☂ ☂
６月になりました。６月といえば、梅雨ですね。雨の日が多くなり、鬱陶しい季節がやってきました。

そこで、そんな雨の季節を楽しく過ごしてもらおうと思い、おうち時間が楽しめそうな色々なジャン

ルの本を集めました。

本でおうち時間を楽しんで下さい♪



書名 著者名 出版社 分野
６０分でわかる！メタバース超入門 武井 勇樹 技術評論社 インターネット

るるぶ埼玉 ’２３ JTBパブリッシング 旅行

るるぶ新潟佐渡 ’２３ JTBパブリッシング 旅行

東海日帰りハイキングこだわり徹底コースガイド 東海山歩き倶楽部 メイツユニバーサルコンテンツ ハイキング

日本がウクライナになる日 河東 哲夫 CCCメディアハウス 国際紛争

気候危機がサクッとわかる本 森 朗 東京書籍 気象

命のクルーズ 高梨 ゆき子 講談社 手記

世界が驚く日本のすごい科学と技術 左巻 健男 笠間書院 工学

暮らしが良くなる片づけ うだ ひろえ 主婦の友社 収納

加トちゃんといっしょ 加藤 綾菜 双葉社 芸能

道徳教室 高橋 秀実 ポプラ社 エッセイ

マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂 幸太郎 幻冬舎 小説

春のこわいもの 川上 未映子 新潮社 小説

流木記 窪島 誠一郎 白水社 小説

渚の螢火 坂上 泉 双葉社 小説

流転 笹本 稜平 双葉社 小説

後宮の烏 ７ 白川 紺子 集英社 小説

月の王 馳 星周 KADOKAWA 小説

古本食堂 原田 ひ香 角川春樹事務所 小説

スクイッド荘の殺人 東川 篤哉 光文社 小説

マスカレード・ゲーム 東野 圭吾 集英社 小説

書名 著者名 出版社 分野
サイバーセキュリティ―会社図鑑 NRIセキュアテクノロジーズ 日経BP 仕事

きみを強くする人権とSDGｓの本 １～３ 伊藤 賀一 小峰書店 社会

エネルギーって何だろう？ 小池 康郎 PHP研究所 社会

なぜ？から調べる水のじゅんかん 1・２ 太田 猛彦 学研プラス 社会

わくわく自由研究 １・２年生 辻 健 国土社 理科

わくわく自由研究 ３年生 辻 健 国土社 理科

わくわく自由研究 ４年生 辻 健 国土社 理科

わくわく自由研究 ５年生 辻 健 国土社 理科

わくわく自由研究 ６年生 辻 健 国土社 理科

ざんねんないきもの事典 やっぱり 今泉 忠明 高橋書店 理科

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １７ 廣嶋 玲子 偕成社 小説

スサノオとオオナムチ 飯野 和好 パイインターナショナル 絵本

あるあさ、ぼくは・・・ マリー・ホール・エッツ 好学社 絵本

ライラックどおりのおひるごはん フェリシタ・サラ BL出版 絵本

おいなりさん 中川 学 アリス館 絵本

あげる はらぺこめがね 佼成出版社 絵本

へんしん 桃山 鈴子 福音館書店 絵本

らんらんランドセル モリナガ ヨウ めくるむ 絵本

児童書

一般書

新着図書



 

　　

　　

　　

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

6月のカレンダー 7月のカレンダー

６月３０日（木）は６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/

休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

★ ★
「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」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」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）

詳しくは図書館までお問い合わせください。
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