
日本画家  栗田真秀   

  ・栗田真秀画「吉野桜花之図」     ・栗田真秀画「兜之図」 

・栗田真秀画「元禄美人図」      ・栗田真秀画「寿老捧玉之図」 

・栗田真秀画「仏之図」        ・栗田真秀画「猩々図」 

明治の地誌編さん事業   

・「〔大日本国郡誌編輯ニ付 各戸長役場へ依頼ノ件々〕」 

・「〔地誌編輯調査資料〕」      ・『村誌』 

萬古焼コーナー   

・有節萬古 赤絵窓山水桃花文台鉢    ・有節萬古 紅葉文食籠 

・有節萬古 刷毛目水指 

 

 

 

 

 

【博物館あれこれ】「明治俳壇の展望」について（つづき） 

そこで、今回は「明治俳壇の展望」について（1）過程・経過と執筆動機、（2）序章、（3）

内容、（4）関連記事の 4 つに分けてみていきたいと思います。 

（1）過程・経過と執筆動機 

先ずは、連載に至る過程と経過を、編集後記（「余滴」など）から拾い出してみましょう。 

掲載年月号 掲載場所 内容 

昭和 38 年 

1 月号 

編輯室 ▽－…三十年来の旧交を得て過分の御執筆を頂ける大島宝水先生。

古松居 

2 月号 余滴 ▽－大島宝水先生の御執筆は「明治俳壇追憶」の長篇を毎号連載。

御期待を下さい。 古松居 

3 月号 編集室より ▽－…拙稿十五を送る（東京）大島宝水 

▽－…拙稿其二十を送る。大島宝水 

▽－大島宝水翁の御執筆「明治俳壇の追憶」の長編は続々着稿。今

後を御期待下さい 古松居 

4 月号 編集余滴 ▽－宝水翁の御執筆もの連載には各位から賛辞ぞくぞくと拝受喜び

に浸り乍ら本稿を。古松居 

5 月号 余滴 ▽－宝水翁の「明治俳壇追憶」の本題を待たず各位からの絶賛を欣

快としています。古松居 

6 月号 余滴 ▽－宝水翁執筆の「明治俳壇の追憶」の稿六十回分到着。今後の御

期待を願って本輯を終ります。古松居 

7 月号 余滴 ▽－宝水翁執筆の「明治俳壇の追憶」の稿は百回分到着。愈々次号

から連載します。今後の御期待を願っておきます。古松居 

8 月号 余滴 …愈々次号から発表の宝水翁執筆の「明治俳壇の追憶」稿百三十回

分到着。（十六日）古松居 

9 月号 余滴 …愈々本号から宝水翁の「明治俳壇の展望」を発表いたしましたか

ら御愛読を願って本稿を終ります。古松居 

10 月号 消息・余滴 ▽－別封にて「明治俳壇の展望」の百四十二をお送り致しましたか

ら左様御承知を乞ふ。…（三八、八、二一）大島宝水 

執筆者である大島宝水にとって、長らく離れていた俳句の世界へ再び戻るきっかけを作っ

てくれたのが、中村古松であったことは以前見てきました。そして「再会」以来交流を深め

る中、はじまったのが「明治俳壇の展望」の連載です。 
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おはなし会 
５月９日・２３日（土） 

１５：００～１５：３０ 
おはなしの部屋 

絵本を使わず耳で楽しむ 
特別なおはなし会です。 

ストーリーテリング 
５月１７日（日） 

１１：００～１１：３０ 

２階視聴覚室 
 

腰折れすずめ(日本の昔話) 

あなのはなし(創作  ミラン・マラリーク作) 

赤ずきん(グリムの昔話) 
 

上映会 
５月１９日（火） 

１０：００～１１：３０ 

２階視聴覚室 

     「綾小路きみまろ爆笑！ 

       エキサイトライブビデオ03」 

～中高年よ！大志を抱け～ 
予約不要・申込不要 

爆笑ライブをぜひご覧下さい。 

講演会 
６月２０日（土） 

１３：３０～１５：００ 

（１３：００開場） 

２階視聴覚室 

入場無料 
児童文学作家 富安陽子さんが朝日町にやってくる！ 

「本は不思議の扉～妖怪とのつきあい方教えます～」 
※講演会終了後サイン会あり。 

5月16日（土）から受付開始！ 

定員60名 ※先着順 

詳しくは図書館カウンターまで!! 

赤ちゃんタイム 
５月１３日・２７日（水） 
１０：００～１２：００ 

 
 

５月２７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。 

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！ 

 



 5月30日は「ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)」として、美化活動とともに、ごみの減
量化とリサイクル活動を行う日とされ、掃除の日とも言われています。 
 図書館では、ごみゼロを目指した本を集めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一般書 
『だれでもできるごみダイエット』 崎田 裕子/著 合同出版 
 家から出るゴミを減らす方法をダイエットに例えて、分りやすく説明して
いる本です。親子でゴミの削減に取り組んでみては？ 
 

児童書 
『ゴミにすむ魚たち』 大塚 幸彦／文・写真 講談社 
 ゴミは、消えてしまったわけじゃない。海には人がすてたゴミがずっと存
在しています。その中でたくましく生きる魚の姿をご覧下さい。 

 

一般書 
断裂回廊／逢坂 剛／徳間書店 

神様が降りてくる／白川 道／新潮社 
ニッポン灯台紀行／岡 克己／世界文化社 

トコトンやさしい物流の本／鈴木 邦成／日刊工業新聞社 
誓約／薬丸 岳／幻冬舎 

ナイルパーチの女子会／柚木 麻子／文藝春秋 
るるぶ浜松 浜名湖 三河'16／ＪＴＢパブリッシング 

るるぶベトナム カンボジア・アンコールワット／ＪＴＢパブリッシング 
るるぶイギリス／ＪＴＢパブリッシング 

池上彰のこれが「世界のルール」だ！／池上 彰／文藝春秋 
日本山小屋ガイド／枻出版社 

地球の歩き方Ｄ１０／地球の歩き方編集室／ダイヤモンド・ビッグ社 
 

児童書 
かあさんのしっぽっぽ／村中 李衣／ＢＬ出版 

あした あさって しあさって／もりやま みやこ／小峰書店 
はこぶ／鎌田 歩／教育画劇 
酒天童子／竹下 文子／偕成社 

ちっちゃなトラックレッドくんとイエローくん／みやにし たつや／ひさかた
チャイルド 

げっしょく／中西 昭雄／旬報社 
日本列島、水をとったら？２／徳間書店 

リフォーム支店 本日休業 ／あんびる やすこ／岩崎書店 



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6

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

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

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

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

６月のカレンダー5月のカレンダー

◎土・日曜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 

Ｑ インターネットで、できることはありますか？ 

Ａ 
 図書館や博物館で行われているイベントや情報
が見られるよ。 
 また、図書館のページでは、蔵書検索や新着図
書を調べることが出来るよ。パスワードを持ってい
る人は、図書館で借りている資料や予約している
資料の確認、予約の取消を行うことができるんだ。 
 パスワードの発行は図書館のカウンターで申し
込んでね。 
 

赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００） 

６月２日（火）は５月分月末整理のため、６月３０日（火）は月末整理のため、 
博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。 

 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。   

 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） 
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