
朝日中学校 3 年生の生徒による、俳句作品展を開催します。是非ご来館下さい。 

◆場 所：朝日町教育文化施設 1 階インフォメーションプラザ 

◆期 間：平成 28 年 6 月 21 日（火）～7 月 17 日（日） 

 

 

 

【博物館あれこれ】「明治俳壇の展望」について（つづき） 
ところで、表を見て気付くのが、宝水から届く原稿の量です。昭和 38 年 2 月に「15・20 回分」、5 月「60 回分」、

6 月「100 回分」、7 月「130 回分」、9 月「142 回分」と次々に届いていることがわかります。この短期間でこの

原稿量は大変なものです。というのも、一回分が原稿用紙大体 7～10 枚、字数にして 3000～4000 字位です。142

回分ですと原稿用紙 1200 枚以上となります。最終的に全部で 187 回分ですから、原稿用紙 1600 枚以上、新書版

にすると 6・7 冊分といったところでしょうか（勿論全て手書き）。 

これまで、宝水については「俳人」としての側面だけを語ってきました。しかし、こんなにも文章が書ける宝

水とはいったいどの様な人物なのでしょうか。少し話が脱線しますが、ここで改めて宝水の経歴と実績について

振りかえってみましょう。経歴については、『松の栞』昭和 46 年 6 月号「大島貞吉略歴（号 宝水）…（遺稿）…」

（『句集 鶴』から再録）に詳しく書かれています。必要なところを要約しますと、次のようになります。 

宝水の父は、読売新聞創刊からの社員で、兄も同社に勤務していた。しかし二人とも早世し、宝水はわず

か 11 歳で家督を継ぐことになる。この為、読売新聞社は何とかしてこの少年を勤務させようと、昼間は編

集局の給仕、または職工の見習をし、夜間は漢字を学ぶ生徒として入社させる。そして 18 歳の時、文撰工

となり、その後校正係・編集助手・読売文芸編集・社会部記者・社会部長・編集局主事・工場監督などを歴

任する。辞職後（大正 12 年頃 44・5 歳）は単独で三光印刷所を経営し、政治文芸雑誌『郊外』を発行した。 

このように、実は宝水の本業は新聞社の社員であり、記者も経験していたことから文章を書くことに関しては

プロでした。 

また、実績として数多くの著書を出版しています。ジャンルは俳句関係の他、小説なども執筆しています。 

 書名 編著者名 発行所 発行年 

1 『さわらび』 幸田露伴選・大島宝水(貞吉)編 読売新聞日就社 1906（明治 39.4） 

2 『新俳句類選』 大島宝水(貞吉)編・岡野敬胤閲 読売新聞社 1906（明治 39.7） 

3 『当世浮世床』 大島宝水著 服部書店 1907（明治 40） 

4 『都々逸名吟集 評入』 三蝶編 日就社 1911（明治 44.4） 

5 『滑稽十二ケ月』 大島宝水著 三芳屋 1911（明治 44.7） 

6 『現代都々逸集』 三蝶(大島貞吉)著 三芳屋 1911（明治 44.11） 

7 『お国自慢』 大島貞吉(図南)著 敬文館 1912（明治 45.1） 

8 『滑稽不如婦』 大島宝水著 子文社 1912（明治 45.7） 

9 『江戸紫』 大島宝水著 三芳屋書店 1912（大正元） 

10 『向三軒両隣』 大島宝水著 南総堂書店 1913（大正 2） 

11 『都々逸の作り方』 大島三蝶著 子文社 1913（大正 2） 

12 『腰弁長屋 滑稽小説』 大島宝水著 三芳屋書店 1917（大正 6） 

13 『新作落語十八番』 大島宝水著 三芳屋書店 1919（大正 8） 

14 『瀧野川町誌』 大嶋貞吉、下村元治郎編著 瀧野川町誌刊行會 1933（昭和 8.6） 

・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 

・大友義左衛門保定筆「入門誓紙」   ・「橘守部墓碑拓本」    など 

  ・〔美人画〕     ・〔天神図〕  ・『南総里見八犬伝』第五・六輯 

・『絵本柳樽』三編          ・『意見早引大善節用』   など

・古萬古 赤絵草花文振出       ・有節萬古 赤絵楓文巾筒 

・有節萬古 象耳赤絵山水文花瓶 

 



   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。 

お
ね
が
い

 

上映会 
三遊亭楽太郎十八番集（１） 

「薮入り」・「お化長屋」 

７／８（金） 

１０：００～１１：００ 

２階視聴覚室 

入場無料・予約不要 
 

おはなし会 
６／１１（土）・２５（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。 

赤ちゃんタイム 
６／８（水）・２２（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。 

夏休み、どこ行こう？ 

全国の観光パンフレット大集合！！ 
６／３（金）～８／３０（火） 

教育文化施設１階ロビー 
 

今年も日本全国の観光パンフレットを配布いたします。 

そろそろ夏休みの予定をたててみませんか？ 

図書館にも夏休みに役立つ本がたくさんあります。 

観光パンフレットと合わせて、 

図書館の本もぜひ借りていってください。 

  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 

 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） 



書名 著者名 出版社 分野

〈即戦力になる>実験ノート入門 吉村 忠与志 技術評論社 科学

蜃気楼のすべて！ 日本蜃気楼協議会 草思社 気象

ツバキ文具店 小川 糸 幻冬舎 小説

向田理髪店 奥田 英朗 光文社 小説

若様とロマン 畠中 恵 講談社 小説

これならわかるオリンピックの歴史Q&A 石出 法太 大月書店 スポーツ

基本がわかる！キャンプレッスンブック JTBパブリッシング アウトドア

ゼロの激震 安生 正 宝島社 小説

横浜・元町・中華街 JTBパブリッシング 旅行

スノーデン・ショック デイヴィッド・ライアン 岩波書店 社会

防諜捜査 今野 敏 文藝春秋 小説

世界一伸びるストレッチ 中野 ジェームズ修一 サンマーク出版 スポーツ

KISSジーン・シモンズのミー・インク ジーン・シモンズ 日経BP社 芸能

書名 著者名 出版社 分野

共生する生き物たち 鷲谷 いづみ PHP研究所 動物

このあとどうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社 絵本

すばこ イ スンウォン ほるぷ出版 絵本

うまくなるテニス 松野 千歌 学研プラス　 スポーツ

菜の子ちゃんとカッパ石 富安 陽子 福音館書店 小説

1/12の冒険 4 マリアン・マローン ほるぷ出版 小説

ちっちゃいさん イソール 講談社 絵本

なんでもだっこ！ スコット・キャンベル 評論社 絵本

児童書

一般書

 毎月、図書館で特集の本がおいてある木材でできた丸い机をご存知でしょうか？実はそれは、「みえ森と緑の県民

税」で購入したものです。その他にも教育文化施設の入口近くにある机と椅子、博物館の入口においてる看板もこの

税金を使って購入した物です。 

 「みえ森と緑の県民税」をみなさんに知ってもらうため、今月は「森林」をテーマに本を特集しました。 

 森や木などに関する本をたくさんご用意しましたので、ぜひ図書館へご来館ください。 

「知っておきたい100の木」 

田中 潔／文・写真 主婦の友社 

 私たちの身近な木について、紹介しています。 

 「薬になる木」や「食を支える木」など分野ごと

に分かれおり、読みやすいかと思います。 

 身の回りの木について、ぜひこの本で調べて

みてください。 

「神さまの森、伊勢」 

今森 光彦／写真・文 小学館 

 伊勢神宮に行ったことはありますか？ 

 伊勢神宮には、神様の森があります。 

 そこは普段、人がはいれない神聖な場所です。

どんなところなんでしょうか？この本で紹介して

いるので、読んでみて下さい。 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2

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

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

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

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

7月のカレンダー6月のカレンダー

Ａ 

小学生向け、中学生向けの課題図書は、 

７月１日（金）から貸出期間が１週間となります。 

延長もできないので、気をつけてね。 

たくさんの人に利用してもらうため、ご協力をよろしくお願いします。 

課題図書は、７月から対面朗読室に展示されるけど、それまでは開架にあるよ。 

貸出されてる場合もあるから、借りたい人は図書館のカウンターで聞いてみてね。 
 

※６月中に予約していても貸出手続きが７月１日以降となった場合も 

貸出期間は１週間ですので、ご了承下さい。 

 

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、夏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） 

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。   

Ｑ 夏休みの課題図書の貸出期間は？ 
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