
 

 

 

《５・６月の展示品》 

 

【博物館あれこれ】デジタルミュージアム更新！ 
朝日町歴史博物館デジタルミュー

ジアムのデータを更新しました。 

今回の更新では、『東海道分間絵

図』や三代目森有節による萬古焼作

品など様々なジャンルの資料を追加

しました。しかし、今回の目玉は何と

いっても明治時代に有節萬古が国内

外から高い評価を受けていたことが

わかる賞状やメダルの数々です。 

 その中でもとりわけ注目なのが、「1878 年

万国博覧会賞状」（写真右下）です。1878年

（明治 11 年）にフランスで開催されたパリ

万博で初代森有節は名誉賞を受賞しますが、

この賞状はまさにその賞状になります。 

 さらに、充実度が増した当館デジタルミュ

ージアムは公式 HP からご覧いただけます。ぜ

ひご利用ください。 

・朝日町歴史博物館公式 HP 

http://asahitown-museum.com/ 

端午の節句  
・『日本書紀』                     ・栗田真秀画「兜之図」 

・栗田真秀画「八幡太郎義家絵」 ・栗田真秀画「菖蒲」 

・栗田真秀画「子と犬之図」  

新収蔵品  
・『東海道分間絵図』        ・有節萬古 赤絵香炉 

  ・有節萬古 腥臙脂釉輪花鉢  ・有節萬古 赤茶碗 

萬古焼コーナー  
（途中展示替えあり） 

・有節萬古 青磁七宝文手焙  ・有節萬古 赤絵窓山水桃花文台鉢 
※展示期間：～5/30       ※展示期間：～5/30 

・有節萬古 色絵白魚文蓋物   ・有節萬古 赤絵窓山水花鳥文菓子器 
     ※展示期間：6/1～7/30     ※展示期間：6/1～7/30 



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

５月１０日・２４日（水）
６月１４日・２８日（水）
１０：００～１２：００

赤ちゃんタイム

６月２８日（水）
１０：００～（２０分程度）

２階視聴覚室

定員１１組（先着順）

※予約優先・入場無料

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。

ストーリーテリング

５月２１日（日）
１１：００～１１：３０

２階視聴覚室

定員１５名

（先着順・電話申込可）

※申込制・入場無料

春

こどもの読書週間特集・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 、おはなし会やストーリーテリング

など……。

イベントの開催について、時期や内容を

変更することがあります。

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。

絵本の

読み聞かせや

手遊びなどを

行います。

プ
ロ
グ
ラ
ム

まめじかカンチルが穴に落ちる話

（インドネシアの昔話）

ふるやのもり（日本の昔話）

はらぺこピエトリン（イタリアの昔話）



書名 著者名 出版社 分野
70歳からのボケない勉強法 和田 秀樹 アスコム 生き方

イスラエル ダニエル・ソカッチ NHK出版 歴史

102歳、一人暮らし。 石井 哲代 文藝春秋 伝記

るるぶ鳥取　'24 JTBパブリッシング 旅行

るるぶスペイン　'24 JTBパブリッシング 旅行

働く人のもらえるお金と手続き実例150 蓑田 真吾 朝日新聞出版 保障

最期まで家で笑って生きたいあなたへ  小笠原 文雄 小学館 医療

怖いけど面白い予防医学 森 勇磨 世界文化ブックス 健康

建築用語図鑑　アジア篇 杉本 龍彦 オーム社 技術

ルポ筋肉と脂肪 平松 洋子 新潮社 食事

アウトドア六法 中島 慶二 山と溪谷社 趣味

忍びの副業　上・下 畠中 恵 講談社 小説

魔女と過ごした七日間 東野 圭吾 KADOKAWA　 小説

マリコ、東奔西走 林 真理子 文藝春秋 エッセイ

人がつくった川・荒川 長谷川 敦 旬報社 課題図書

書名 著者名 出版社 分野

のぞいてみよう外国の小学校　2 ERIKO 汐文社 社会

SDGsのきほん 17 平和と公正 稲葉 茂勝 ポプラ社 社会

SDGsのきほん 18 パートナーシップ 渡邉 優 ポプラ社 社会

君にキュンキュンピンクのハートは知っている 藤本 ひとみ 講談社 小説

カラスてんぐあらわれる 国松 俊英 岩崎書店 小説

服部半蔵　下 　小前 亮 小峰書店 小説

どんなかお？ べかたろう KADOKAWA　 絵本

さっぱりざむらい よしむら あきこ 教育画劇 絵本

リサとガスパール オペラざへいく ゲオルグ・ハレンスレーベン 河出書房新社 絵本

それで、いい！ 礒 みゆき ポプラ社 課題図書

よるのあいだに… ハリエット・ホブデイ BL出版 課題図書

けんかのたね ラッセル・ホーバン 岩波書店 課題図書

ライスボールとみそ蔵と 横田 明子 絵本塾出版 課題図書

フードバンクどろぼうをつかまえろ！ オンジャリ Q.ラウフ あすなろ書房 課題図書

化石のよぶ声がきこえる サンドラ・デュメイ くもん出版 課題図書

ふたりのえびす 高森 美由紀 フレーベル館 課題図書

5番レーン ウン ソホル 鈴木出版 課題図書

魔女だったかもしれないわたし エル・マクニコル PHP研究所 課題図書

スクラッチ 歌代 朔 あかね書房 課題図書

アップステージ ダイアナ・ハーモン・アシャー 評論社 課題図書



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

5月のカレンダー 6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２日（火）、５月３１日（水）、６月３０日（金）は館内整理のため

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。

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

ぽかぽか絵本

ストーリーテリングの会「フォンターナ」

がけやま

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。
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