
 

 

≪９月の展示品≫ 

 
令和４年度 文化教養講座 

 

「ちょっと深堀り 朝日の歴史講座」 
 

今年度の文化教養講座も「朝日町の歴史」をテーマに、これまであまりとりあげられな 

かった視点で、ちょっとだけ深堀りした内容で開催していきます。 

第１回（８月２０日（土））は、「古代地方寺院の信仰のかたち―縄生廃寺―」と題して、 

当館学芸員が講演いたしました。 

縄生廃寺の発掘調査の成果をもとに、舎利容器、唐三彩、古代日本における仏教、そして、

縄生廃寺という古代寺院とは等、様々な視点から、朝日町に所在する重要遺跡「縄生廃寺」 

を考えるきっかけになっていただければと思います。 

参加者は熱心にメモを執るなどして興味深く聞いており、最後の質問コーナーでは、たく

さんのご意見、ご質問をいただきありがとうございました。 

次回の講演は１２月１０日（土）に開催を予定しております。 

皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 

    

庶民の旅  
  ・往来手形            ・秋里籬島編『東海道名所図会』 

・「東海道五十三次」        ・橘守部著『箱根紀行稿』 

・『大日本鉄道線并各国旅行便覧』 

日本画家 栗田真秀  
    ・栗田真秀画「大原女」 

  ・栗田真秀画「元禄美人図」    ・栗田真秀画「舞踊美人図」 

萬古焼コーナー  
・古萬古 赤絵草花文振出     ・有節萬古  色絵秋草図振出



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ください。

・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ください。

・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ください。

お
ね
が
い



書名 著者名 出版社 分類

神崎メソッド 神崎 恵 講談社 人生訓

１００年残したい日本の会社 藤間 秋男 オールズバーグ 企業

家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城 けい 高文研 児童虐待

君にもできる刃物犯罪対処マニュアル ＳＯＵ 誠文堂新光社 犯罪予防

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太 文藝春秋 教育

感覚過敏の僕が感じる世界 加藤 路瑛 日本実業出版社 医学

４０代からシニアまで睡眠の悩み 三島 和夫 ＮＨＫ出版 健康

トコトンやさしい吸着の本  斎藤 恭一 日刊工業新聞社 化学工業

終活中毒 秋吉 理香子 実業之日本社 小説

幻告 五十嵐 律人 講談社 小説

先祖探偵 新川 帆立 角川春樹事務所 小説

その本は 又吉 直樹 ポプラ社 小説

よって件のごとし 宮部 みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 小説

書名 著者名 出版社 分野

中学生のためのテストの段取り講座 坂口 恭平 晶文社 生活

「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田 和 ポプラ社 社会

中村哲物語 松島 恵利子 汐文社　 伝記

せつない！いきものの死に方図鑑  今泉 忠明 宝島社 動物

太陽と月 はらだ みずき 小学館 小説

つぶやく死霊は知っている 藤本 ひとみ 講談社 小説

キャベたまたんていおとぎ世界でじけんはっせい！？ 三田村 信行 金の星社 小説

渚くんをお兄ちゃんとは呼ばない　１４ 夜野 せせり 集英社 小説

いっしょにいるよ   涌井 学 小学館 小説

給食室のいちにち イシヤマ アズサ 少年写真新聞社 絵本

アニマルランド オームラ トモコ 金の星社 絵本

核兵器をなくすと世界が決めた日 ＴＯＴＯ 大月書店 絵本

児童書

一般書

９月４日は、「ク（９）ラシ（４）ック」の語呂合わせから「クラシック音楽の日」とされています。

そこで今月は、クラシック音楽に関する本を集めてみました。皆さんも、芸術の秋に音楽と

共に本も楽しんでみてはいかがでしょうか。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 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（金）は館内整理のため、１０月１８日（火）～１０月３０日（日）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。

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
ご協力ください。

○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）

詳しくは図書館までお問い合わせください。

「がけやま」

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

「ぽかぽか絵本」

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）

ストーリーテリングの会

「フォンターナ」

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）

１０月１８日（火）から１０月３０日（日）まで蔵書点検を

行います。それに伴い、図書館と博物館が休館いたします。ご

迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

返却は返却ポストをご利用下さい。(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。）
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