
 

・『稜威道別』草稿    ・橘冬照筆「〔伺書〕」 ・『旧事紀直日提要』草稿 

・橘守部著『稜威言別』 ・『稜威言別』草稿   ・橘冬照筆「〔新刻奉伺御書付〕」 

・『歴朝神異例』草稿   ・『稜威雄誥』 

・橘守部筆「述心緒遣悶長歌の末に」詠草    ・橘守部著『穿履集選』 

 

・古萬古 赤絵更紗文銚子  ・有節萬古 黒楽茶碗  ・急須木型 など 

 

 
 

 

【博物館あれこれ】「明治俳壇の展望」について（つづき） 
さらには、17 種類以上の文芸雑誌に、小説をはじめ随筆・脚本・俳句関係などが掲載されています。 

 雑誌名 掲載記事（一部） 出版地 出版社 出版年 

1 
『半面』巻 1 号 1〜巻

4 号 3 

「二十六夜」「沙魚釣」 
東京 半面発行所 

1901.8 ～

1906.2 

2 『東京』(5) 「夜寒」 東京 東京雑誌社 1903.11 

3 
『流行』第 5 年(8 月

號)～第 11 年(6 月號) 

「常世浮世風呂」「さむさ橋(上・下)」「懸

賞俳句」岡野知十「浦島後日物語」 
東京 白木屋呉服店 

1908.8 ～

1914.6 

4 
『 こ の 花 』 (2) ～

(18/19) 

「兼題 春風､二の替り､春の鳥」「藤の花」

「百千鳥」「砧の卷」 
大阪 難波津吟社 

1914.2～

1915.7 

5 
『川柳とへなぶり』

1(11) ～3(1) 

「川柳と俗諺」「松の内」「羽根つき唄と

尻取唄」 
東京 滑稽文学社 

1907.11～

1909.1 

6 
『滑稽文学』1(7) ～

第 5 年(1) 

「風鈴」「都々逸」「脚本わくら葉」 
東京 滑稽文学社 

1907.7 ～

1910.1 

7 
『読書之友』(1) ～

(3) 

「書物の讀み方」「文學博士幸田露伴先生

が余等に與へられたる讀書作文の心得」 
東京 

読売新聞読書

会 

1912.5～

1912.7 

8 『文之友』(18) 「長屋交際」 東京 大倉書店 1906.7 

9 『ヘナブリ』(2) ・(3) 
「自嘲錄」「僕の繪ハガキ帖」 

東京 
へなぶり倶楽

部 

1905.12・

1906.1 

10 
『少年倶樂部』2(11) 

～4(10) 

「滑稽小説 兎腹」「滑稽小說 雷獸退治」

「滑稽小説 不死身」 
東京 

大日本雄辯會

講談社 

1915.11・

1917.9 

11 『新古文林』1(5) 「社會 質商の今昔」 東京 近事画報社 1905.8 

12 
『飛行少年』1(6) ～

4(8) 

「少年小説 おたから賣」「滑稽小説 ビリ

ケン先生」 
東京 

日本飛行研究

會 

1915.6 ～

1918.8 

13 『潮音』18(11) (12) 
「新史料としての芭蕉の自筆本」中山丙

子 
鎌倉 潮音社 

1932.11・

12 

14 
『家庭雑誌』(10 月

號)(6) 

「雨やどり」（小説） 
東京 家庭雑誌社 

1908.10 

15 『卯杖』3(10) ～6(1) 
「俳諧浮世床」「俳諧浮世風呂」「俳句趣

味の川柳」 
東京 秋声会出版部 

1905.10～

1908.1 

16 
『ゆく春』24(9) ～

41(10) 

「子規居士と露伴翁」「知十先生の雅号」

「俳句を応用したる邦楽の歌詞」「歌舞伎

と俳句」「或日の幸田露伴」 

東京 ゆく春発行所 

1951.9 ～

1968.11 

17 『書斎』2-4 「知十先生の『花日課』」 東京 書斎社 1933.4 

以上のことから、宝水が短期間でこの原稿量を書けたのも納得できるのではないでしょうか。 
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おはなし会 

４月８日（土）・２２日（土） 

１５：００～１５：３０ 

おはなしの部屋 

紙芝居や本の読み聞かせを行います。 

子どもだけの参加も ＯＫ 

赤ちゃんタイム 

４月１２日（水）・２６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。 

上映会 

「シャーロック ピンク色の研究」 
５月１２日（金） 

１０：００～１１：３０ 

教育文化施設２階視聴覚室 

入場無料・予約不要 

行事のお知らせ 



書名 著者名 出版社 分野

土偶のリアル 譽田亜紀子 山川出版社 歴史

くらべる時代 おかべたかし 東京書籍 歴史

ニッポンの主婦１００年の食卓 主婦の友社 主婦の友社 食文化

世界の美しい名建築の図鑑 パトリック・ディロン エクスナレッジ 建築

ビジュアルでわかる船と海運のはなし 拓海広志 成山堂書店 船舶

お父さんのための日本一やさしい料理本 青木敦子 扶桑社 料理

大人の流儀　７ 伊集院静 講談社 エッセイ

不発弾 相場英雄 新潮社 小説

スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀 KADOKAWA 小説

書名 著者名 出版社 分野

のび太と行く世界歴史探検　２ 藤子・F・不二雄 小学館 歴史

ぜんぶわかる１１８元素図鑑 子供の科学編集部 誠文堂新光社 科学

ブナの絵本 大久保達弘 農山漁村文化協会 植物

かがやく昆虫のひみつ 中瀬悠太 ポプラ社 昆虫

どうして野菜を食べなきゃいけないの？ せのおしんや 新星出版社 栄養

おばけ遊園地は大さわぎ 柏葉幸子 ポプラ社 小説

春待つ夜の雪舞台 斉藤洋 あすなろ書房 小説

生きる 岡本よしろう 福音館書店 絵本

重力って…… ジェイソン・チン 偕成社 絵本

一般書

児童書

今月の特集  九州 
 熊本県を主な震源とし、２００人以上の死者を出した一連の熊本地震から、この４月でちょう

ど１年となります。また、この地震は熊本城などの文化財にも大きな被害をもたらしました。

そこで今月は、このことをもう一度思い出していただくために、熊本をはじめとした九州地方

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 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

5月のカレンダー4月のカレンダー

「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：奇数月第４水曜日、 

         ７・８ヶ月児健康相談日 

◎土・日曜日・春休みは視聴覚室を学習室として開放します。 
   （行事等により利用できない場合もありますのでご了承ください） 
    開放時間：9：00～16：45まで     発行／朝日町教育文化施設   ℡ ０５９－３７７－６１１１ 

学習室開放日 休館日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

 ５月２日（火）は４月分の、５月３１日（水）は５月分の月末整理のため図書館、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。   

 「がけやま」では、図書館で絵本の 

読み聞かせを行っています。 

 一緒に活動して下さる方は、是非 

図書館カウンターまでお越しください。 

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。 

 こどもたち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） 

Ａ 
図書館のカードに年齢制限はありませんよ。 

ただ、申込書は書けないけどカードが作りたい小さなお子さんは、 
大人の人に申込書を書いてもらってから 

住所の確認できるものと一緒に、図書館のカウンターに出してね。 
 

Ｑ 図書カードは何歳から作れるの？ 

詳しくは図書館のカウンターまでお越し下さい。 


	図書館だより2017.4月号
	第233号(4月)

