
 

 

≪10月の展示品≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 赤絵更紗文銚子     ・有節萬古 朝鮮写水注

【展示会のお知らせ】 
令和 4 年度開館 25 周年記念企画展 

「縄生
な お

廃寺
は い じ

からみる古代の眺め－古代寺院と社会－」 

会 期 11 月 2 日（水）～12 月 4 日（日） 

昭和 61 年、朝日町縄生の山中で飛鳥時代にさかのぼる古代寺院の塔跡が発見

されました。唐三彩碗を伴う舎利容器、蓮華文とよばれる文様をもつ軒丸瓦など

の瓦類、といった資料が多く出土し、当時の古代寺院や仏教を考える上で重要な

成果をもたらしました。 

教育文化施設は開館 25 周年を迎えます。博物館では、その記念事業として縄

生廃寺をテーマに展示会を開催いたします。貴重な関連資料などが展示されま

す。ぜひご来館ください。 

※休館日 11 月 7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、23 日（水・祝）28 日（月）、30 日（水・整理日） 

 

 

お願い 

ご来館の際には、マスクの 

着用など新型コロナウイル 

ス感染症拡大防止対策にご 

協力ください。 
 

縄生廃寺出土舎利容器（文化庁蔵） 



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

蔵書点検のお知らせ
１０月１８日（火）～１０月３０日（日）は、

蔵書点検のため休館いたします。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

赤ちゃんタイム
１０月１２日（水）

１０：００～１２：００
赤ちゃんと一緒に

図書館をお楽しみください

１１月１２日（土）

第一部：１０：００～１０：３０

第二部：１０：４５～１１：１５※雨天時のみ

晴天時：朝日町教育文化施設 太陽の広場

雨天時：朝日町教育文化施設２階 視聴覚室
で開催します。

定員：４０名（先着順・申込制）

※雨天時のみ各２０名

申込用紙を図書館に提出もしくは、お電話でお申し込みください。

申込用紙は、図書館カウンターか朝日町ＨＰからダウンロードできます。

聞かせ屋。けいたろう絵本ライブ

雑誌・図書リサイクル会
１１月３日（木・祝） ９：００～１５：００

朝日町教育文化施設２階で開催

廃棄図書と２０１９年１１月～２０２０年１０月に受け入れした雑誌（例外あり）をお譲りします！
※雑誌は同一タイトル１人１冊まで（状況により解除することもあります。）

抽選による完全予約制

往復ハガキまたは図書館で配布する抽選用整理券（１枚につき４人まで）による抽選にて参加時間を決定します。

受付・抽選券配布期限：１０月９日（日）まで（往復ハガキは必着）

抽選結果発表：１０月１１日（火）１３：００以降（結果は館内に掲示、朝日町・教育文化施設ＨＰにも掲載します。）

※時間は指定できません。

※２０分ごとの入替制



書名 著者名 出版社 分類

アタッチメントがわかる本 遠藤 利彦 講談社 心理

熔ける再び 井川 意高 幻冬舎 伝記

死なばもろとも ガーシー 幻冬舎 伝記

世界でいちばん短くてわかりやすい民主主義全史 ジョン・キーン ダイヤモンド社 政治

社会保障のトリセツ 山下 慎一 弘文堂 社会保障

マンガＡＰＤ／ＬiDって何！？ きょこ 合同出版 聴覚障害

６０歳からの疲れない家事 本間 朝子 青春出版社 生活

農協の闇 窪田 新之助 講談社 農業

人生ってなんだ 鴻上 尚史 講談社 エッセイ

マイ・プレゼント 青山 美智子 PHP研究所 小説

競争の番人２ 内偵の王子 新川 帆立 講談社 小説

ハヤブサ消防団 池井戸 潤 集英社 小説

裂けた明日 佐々木 譲 新潮社 小説

越境刑事 中山 七里 PHP研究所 小説

レッドゾーン 夏川 草介 小学館 小説

書名 著者名 出版社 分野

世界の魔よけ図鑑 三国 信一 岩崎書店 社会

動物のふしぎ３６６ 左巻 健男 きずな出版 理科

おかあちゃんにきんメダル！ いどき えり 国土社　 小説

かずもう かとう まふみ 講談社 絵本

パンしろくま 柴田 ケイコ PHP研究所 絵本

はしゃぎすぎたらやってみて！ オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ 主婦の友社 絵本

なにになれちゃう？ チョーヒカル 白泉社 絵本

ねずみさんのパンツ tupera tupera ブロンズ新社 絵本

ぼくのトリセツ のぶみ 東京ニュース通信社 絵本

わたしがいじわるオオカミになった日 アニック・マソン パイインターナショナル 絵本

児童書

一般書

今月の特集「秋の味覚」
秋といえば「読書」「スポーツ」「芸術」など、たくさんの「いえば」がありますが、やっぱり「食欲」は外せない

ですよね！

今月は、「秋の味覚」をテーマに美味しそうな本などを集めました。読んでいるだけでお腹がすくかも？良

かったら借りに来てくださいね☆

・・・新着図書・・・

「くらしのくだもの１２か月」
銀座千疋屋／監修 朝日新聞出版

実りの秋には、梨や柿などが旬を迎えますね。こ

の本には美味しい果物の見分け方や食べ方など

が載っています。美味しい旬の果物をもっと美味し

くいただきましょう！

一般書

「おいもができた」
ひさかたチャイルド

秋の定番ほっかほかの焼き芋！焼き芋に使われ

るサツマイモってどんな風に育つのかな？土の中

の様子をこの本で知ることができます。この本を読

んで、もっとおいしくサツマイモを食べよう！

児童書



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

１０月のカレンダー １１月のカレンダー

１０月１８日（火）～１０月３０日（日）は蔵書点検のため、１１月１日（火）、３０日（水）は館内整理日の

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。
ただし、フタ付きの密封できる容器（ペットボトルや水筒）に入った飲み物に限り、その飲用を認
めます。
○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）

ボランティア 募集
詳しくは図書館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

がけやま

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）

ストーリーテリングの会

フォンターナ

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）

ぽかぽか絵本
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