
 

 

《1月の展示品》 

 

 

 12 月 4 日（日）に当館の開館 25 周年記念企画展「縄生
な お

廃寺からみる古代の眺め―古代

寺院と社会―」が無事終了いたしました。 

多くの方にご来館をいただき誠にありがとうございました。 

当町に所在する古代寺院跡である縄生廃寺をテーマにして開催いたしました。縄生廃寺の

時代をみなさまにイメージしていただけるような展示会を企画し、また、貴重な資料や作品

を所蔵する関係機関のご協力もあって開催することができました。国宝の「金剛場
こんごうじょう

陀羅尼
だ ら に

経
きょう

」

（国保有）、重要文化財の「山田寺
さ ん で ん じ

舎利
し ゃ り

容器
よ う き

」（山田寺所蔵）や「論語
ろ ん ご

木簡
もっかん

」「勘籍
かんじゃく

木簡
もっかん

」（徳

島県所蔵）をはじめ、古代寺院の舎利容器、 

唐三彩、木簡類など古代日本や仏教を知る 

上で貴重な資料を来館者の方々にご覧いた 

だく機会となりました。今後も博物館では、 

住民のみなさまや来館者の方々が楽しんでい 

ただけるよう、また、歴史や文化への探求心 

にお応えできるような企画を実施していきた 

いと思っておりますので、よろしくお願いい 

たします。                              展示会の様子 

うさぎ  
  ・有節萬古 兎型香合       ・有節萬古 兎型香合土型 

・「兎づくし 相撲」        ・「うさぎのはしか退治」 

日本画家 栗田真秀  
    ・栗田真秀画「旭松鶴図」     ・栗田真秀画「天下祈和睦」 

  ・栗田真秀画「夫婦岩図」     ・栗田真秀画「社頭杉絵」 

  ・栗田真秀画「富士に松図」     ・栗田真秀画「大黒之絵」 

萬古焼コーナー  
・天神萬古 七福神煎茶器     ・有節萬古 松竹梅文重箱 

・有節萬古 菊花文急須      ・有節萬古 腥臙脂釉龍文輪花鉢

企画展終了の御礼 



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

開館２５周年記念

はっとりひろきさん

ワークショップ

２月５日（日）

第１部：１０：００～１１：３０

第２部：１４：００～１５：３０

場所：２階視聴覚室

対象：４歳以上（小学生以下は保護者同伴）

定員：各部２６人（先着順）

参加費：無料

申込期間：１月５日（木）～

電話にてお申込ください

赤ちゃんタイム

１月１１日（水）・２５日（水）

１０：００～１２：００

場所：図書館

赤ちゃんと一緒に

図書館をお楽しみください。

成人向け教室

大人のための朗読会
るいかつ

「涙活」

１月２１日（土）

１０：００～１１：００

場所：２階視聴覚室

定員：１５名（先着順・電話申込可）

入場：無料

ぬいぐるみおとまりかい

おとまり：２月２５日（土）１５：００～

おむかえ：２月２６日（日）１５：００～

場所：２階視聴覚室

対象：幼児～小学生

定員：１０人（先着順）

参加費：無料

申込期間：１月１４日（土）～２月１７日（金）

詳しくは館内掲示物

図書館ＨＰ等をご覧ください

ストーリーテリング

２月１９日（日）１１：００～１１：３０

場所：2階視聴覚室

プログラム

みそ買い橋（日本の昔話）

マメ子と魔物（イランの昔話）

七羽のからす（グリムの昔話）

定員：15人（先着順・電話申込可）

申込開始：１月１４日（土）～

※申込制・入場無料

お知らせ



書名 著者名 出版社 分野

一冊でわかるタイ史 柿崎 一郎 河出書房新社 歴史

日本に住んでる世界のひと 金井 真紀 大和書房 社会

嫌いな親との離れ方 川島 崇照 すばる舎 家族関係

知識ゼロからのSTEAM教育 中島 さち子 幻冬舎 教育

科学用語図鑑 水谷 淳 河出書房新社 科学

「よくむせる」「せき込む」人のお助けBOOK 大谷 義夫 主婦の友社 健康

刺し子のきほん いちき ゆきこ 主婦の友社 手芸

ウクライナの家庭料理 平野 顕子 パルコエンタテインメント事業部 料理

個独という生き方 下重 暁子 東京新聞 エッセイ

成熟スイッチ 林 真理子 講談社 エッセイ

黒石 大沢 在昌 光文社 小説

教誨 柚月 裕子 小学館 小説

書名 著者名 出版社 分野

３分後にゾッとする話 四十七怪談 野宮 麻未 理論社 怪談

生き物が教えてくれる季節のおとずれ 春  亀田 龍吉 汐文社 自然

鳥のしぐさ・行動よみとき図鑑 小宮 輝之 カンゼン 動物

未来の食べもの大研究 石川 伸一 PHP研究所 環境

黒ゐ生徒会執行部 にかいどう 青 PHP研究所 小説

あやし、おそろし、天獄園 廣嶋 玲子 偕成社 小説

地下室の日曜日 村上 しいこ 講談社 小説

グレッグのダメ日記 なんだって、やってやる！ ジェフ・キニー ポプラ社 小説

ぼくだけがしっているヘンテコなきかいのしくみ 大串 ゆうじ Ｇａｋｋｅｎ 絵本

ラッキーカレー シゲタ サヤカ 小学館 絵本

かぼちゃスープのおふろ 柴田 ケイコ 小学館 絵本

ぐいーん！こうしょさぎょうしゃ 鈴木 まもる 偕成社 絵本

新着図書

宗教は人々の心のよりどころである一方、戦争やテロの原因ともなってきました。また、親による信仰の強

制や、高額な献金によって経済的な困難を抱えるなどの被害を受けた宗教２世の問題も最近大きく報道さ

れています。今月は、そんな宗教に関する本を集めてみました。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

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

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

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

29 30 31 26 27 28

1月のカレンダー 2月のカレンダー

１月１日（日）～１月４日（水）は年始のため、１月３１日（火）と２月２８日（火）は館内整理の

ため休館いたします。また、２月２１日（火）はくん蒸作業のため図書館、博物館とも、２月２２

日（水）は博物館のみ休館いたします。

何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。 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。

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。

○土曜日、日曜日は図書館内への持ち込み学習での席の利用をご遠慮いただいております。

学習コーナーのご利用をお願いいたします。

「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）
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