
 

 

 

 

平成 28 年度「古文書学習会（初級編）」はじまる！ 

 4 月 26 日（火）に、第 1 回古文書学習会を行いました。本年度で当学習会も 10 年目を迎

えました。年々受講生も増え、近年は常に 20 名前後の方々が参加されています。初めての方

から、毎年受講されている方まで様々です。かなり古文書が読める方も居られ、毎回皆さん

熱心に受講されています。 

 

【博物館あれこれ】「明治俳壇の展望」について（つづき） 

一方、古松はここまでの事を次のように語っています。 

…幸いにも松本翠影先生から宝水先生の御健在居所の御報をうけて、即日私は宝水先生

に「松の栞」を添えて三十年の久濶を詫び、再び御賛助を懇請旧交をお温め願ったこと

も衆知の通りで、以来計らずも、先生から八十三才（昭和三十八年）の老齢ではあるが、

最後の憶い出として松の栞の為否古松君の為に余の書き残しておきたい凡てのこと、多

くを一気呵成に執筆いたそう、わけて「明治俳壇の展望」としての長篇は是非君だけに

は読んで置いて呉れ、凡ては無条件贈呈だ、従って君の自由にとて続々と送稿に接し、

尚亦先生がすでに執筆発表の冊誌など何十冊となく小包にて次から次へ送り届けられて、

恐縮したり、感激したり、よく筆舌につきせぬ光栄幸福に浸っているのが私の現状なの

である。…（「大島宝水先生を訪う」（『松の栞』昭和 38 年 6 月号）） 

この後は、古松が宝水宅を訪問した際の出来事が続きますが、「展望」についての話は特に

書かれていません。勿論、話の中で話題に上がったでしょうが、それよりも古松の関心は他

にありました。すでに進行している事柄なので、今更深く話し合う事もなかったのでしょう。 

何れにしても、お互いが謙遜し合っているので、どちらから執筆について言い出したのか、

本当の事はよくわかりません。恐らく、お互いこれまでの出来事を話している中、宝水がか

ねてから思っていたことがあり、古松も丁度それについての関心を持っていた。いいタイミ

ングで話が出たことによりはじまった、という所だったのではないでしょうか。 

・橘守部著『萬葉集緊要』       ・『萬葉集緊要』版木 

・橘守部愛用「豆斑硯」        ・橘守部筆「金戸田之」詠草 

・橘守部筆「御園に」詠草       ・橘守部筆「わかやまひ」詠草 

・大友義左衛門保定筆「入門誓紙」   ・「橘守部墓碑拓本」 

  ・渓斎英泉画〔美人画〕錦絵      ・『南総里見八犬伝』第五・六輯 

・『絵本柳樽』三・五編        ・『意見早引大善節用』など

・有節萬古 青磁卍文蓋物        ・有節萬古 色絵白魚文蓋物 

・有節萬古 色絵オランダ写花瓶 

 



   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下さい。  

        ・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下さい。 

        ・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下さい。 
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おはなし会 
５月１４日・２８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。 

上映会 
５月２７日（金） 

１０：００～１２：１５ 

２階視聴覚室 

「蝉しぐれ 」 
予約不要・申込不要。 

 

赤ちゃんタイム 
５月１１日・２５日（水） 
１０：００～１２：００ 

 
 

５月２５日（水）には 
『乳幼児向けおはなし会』 
がおはなしの部屋にて 
１０時から行われます。 
赤ちゃんと一緒に 
お楽しみください。 

ストーリーテリング 
５月１５日（日） 

１１：００～１１：３０ 

２階視聴覚室 
 こすずめのぼうけん(創作  エインワース ) 

たにし長者(日本の昔話) 

エパミナンダス(創作 ブライアント) 
 絵本を使わず耳で楽しむ 

特別なおはなし会です。 



書名 著者名 出版社 分野

動物占いSPECIAL人間関係 主婦の友社 主婦の友社 占い

Q&Aすぐわかる軽減税率 日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 財政

イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑 澤宮 優 原書房 文化

全国キャンプ場ガイド'16-'17　西日本編 昭文社 旅行

るるぶ東京'17 JTBパブリッシング 旅行

見る聞くわかる野鳥界　識別編 石塚 徹 信濃毎日新聞社 動物学

パターンレーベルの子供服ソーイングSTYLE BOOK 片貝 夕起 日本ヴォーグ社 手芸

体脂肪計タニタの社員食堂　続々 タニタ 大和書房 料理

彼女に関する十二章 中島 京子 中央公論新社 小説

羊と鋼の森 宮下 奈都 文藝春秋 小説

KUHANA! 秦 建日子 河出書房新社 小説

シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン 河出書房新社 伝記

書名 著者名 出版社 分野

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　4 江頭 恵子 大月書店 福祉

義足でかがやく 城島 充 講談社 生活

シュヴァル　夢の宮殿をたてた郵便配達夫 岡谷 公二 福音館書店 伝記

大村智ものがたり 馬場 錬成 毎日新聞出版　 伝記

コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業 中村 文人 佼成出版社 環境問題

ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと 金の星社 小説

さいごのひみつ いとう ひろし 小学館 絵本

よるのさかなやさん 山口 マオ 文溪堂 絵本

児童書

一般書

5月5日が何の日かご存知ですか？「こどもの日」として親しまれていますが、実は「薬の日」

でもあります。進学や就職、転勤など環境が変わり、疲れで体調を崩したり、気持ちが不安定

になりやすいこの時期、図書館では「心と体を健康に」をテーマに本を集めました。 

 

 「じょうぶな頭と 

   かしこい体になるために」  

五味太郎／著  ブロンズ新社 
 

    疑問、悩みなど50の質問に答えた、 

   「じょうぶな頭」と「かしこい体」を作る  

    生きるためのアドバイスブック。 

       「寺嫁ごはん     

   心と体がホッとする“ゆる精進料理"」  

麻生 怜菜 /著 幻冬舎 
  

     忙しい毎日に役立つ心と体をいたわる、 

    ヘルシーで栄養のバランスがとれている 

    時短レシピが詰まった1冊。  



 

　　

　　

　　

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 29 30

６月のカレンダー5月のカレンダー

 ５月３１日（火）・６月３０日（木）は月末整理のため、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。 

◎土・日曜日、祝日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） 

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。   

Ａ 

Ｑ 図書カードに有効期限はありますか？ 

３年ごとに有効期限の更新手続が必要だよ。 

電話番号や住所等の変更がないか確認を 

するから、登録の変更がある人は住所の 

確認できる身分証を持ってきてね。 

期限内でも、変更があったら図書館の 

カウンターに言いに来てほしいな。 

ご協力よろしくお願いします。 

 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 

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 

 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） 

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。 
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