
国学者  橘守部  

・橘守部著『讃江戸歌』 ・橘守部著『山彦冊子』   ・橘守部著『心の種』 

・堀田一知筆「池庵」  ・橘守部著『蓬莱園記』   ・橘冬照筆「〔新宅賀詞〕」 

和本の世界  

・『武道伝来記』    ・『本朝桜陰比事』     ・『けいせい風流杉盃』 

・『傾城禁短期』    ・『当流曽我高名松』 

萬古焼コーナー  

・古萬古 仙盞瓶   ・有節萬古 腥臙脂釉菓子器   ・天神萬古 七福神煎茶器 

平成２５年１２月１日発行   第１９３号 

歴史博物館をのぞいてみよう！  

<１２月の展示品 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【博物館あれこれ】大島宝水と古松－出会いから「文台」を譲るまで－（つづき） 

そこで私は先づ 

   暫くは顔のぞき合う燕かな 

という即興句を作った。 

実は此句は私は最初「下五」を「蛙かな」
としようかとも考えたのです。それという
のが私の茅屋の前に「宝来公園」という公
園があって、そこに庭があるので此頃では
毎日のように蛙が鳴くからそれにヒントを
得て「蛙かな」としようかとおもったので
すが、「蛙」はイヤに畏まって居てデモクラ
チックで無いから初対面には堅くるしくな
って面白くないから「燕かな」にしたので
す。（中略） 

扨其次ぎはお定まりの挨拶だ。それには
私は 

 先きもなくあともなく金魚続きけり 

と折から子庭内にある金魚鉢の中で金魚
が沢山、水ぬるむ嬉しさに楽しそうに泳い
でいるのを見て即興を一句作った。（中略） 

其又次ぎは 

 三十年変らねばこそ清水かな 

これは必ず問題になる句だろう。「月並」
だ「ヘタクソ」だとね。それも一向私はお

構いなし。一々句を作るのに「主観」だ「客
観」だ「月並」だと心配して居ては肝腎の
興味が無くなる。 

此句も実は、最初は「上五」を「三十年
も」として、それを「みそとせも」とでも
読ませようかとも思ったが、それでは愈々
月並臭くて、仮令「上五」にチャンと納ま
るかも知れないが、イヤミに聞えて厭だか
ら、仮令「三十年」とポツンとやっては、
或は「月並流」の人からは、それでは「切
字」に難があると言はれるかも知れないが、
それも通過。 

 興味尽きざるに春暮るゝかな 

とイヤに「かな」だの「けり」だのばか
りで初心のような句ばかり作ったが、それ
にも初対面の初の字に関連があって面白か
ろうと、何でもかんでも面白づくし、夕風
に風邪ひかしてはいけないと思って引き止
めず惜しき別れを告げた。 

  そこで此誌を拝借して仍而如件。頓首。 

一読しただけでは、初対面が嬉しいのか、捉

え所のない印象を受けます。これが宝水独特の

表現方法なのでしょうか。 

朝日町町制 60 周年記念企画展  

「「「朝朝朝日日日ののの名名名づづづけけけ親親親    館館館通通通因因因ととと壬壬壬申申申ののの乱乱乱 」」」    

◇会 期：平成 26 年 1 月 18 日（土）～2 月 16 日（日） 

◇会 場：朝日町歴史博物館 展示室   ※ 入 館 無 料  

朝日町の名前の由来となった天武天皇の朝日望拝故事などをご紹介します。 



１２月７日は二十四節気の「大雪」です。 
この頃から、雪が降り始めると言われています。 

そこで、今月の図書館の特集は『雪・氷』です。 

これからますます寒さが厳しくなると思いますが、 
風邪などをひかないよう、元気に冬を過ごしましょう。 

ビジュアル博物館第５７巻 北極と南極 

冬のアイガー北壁初登攀 

北極の日本晴れ  

雪の結晶 

ひんやり氷の本 

大氷河時代 

マンモスへの旅 

お家でいただく、ごちそうかき氷 

水墨絵画３ 桃花・白鷺・雪景を描く 

雪遊び達人ブック 

楽しいスキー 

初心者からのスノーボード・レッスン 

フィギュアスケートを１００倍楽しく見る方法 

鑑賞俳句歳時記 冬・新年 

雪を読む 
 

雪にあこがれて南極へ 

日本各地のくらし２ 寒い土地のくらし 

アラスカたんけん記 

世界の子どもたち１３ フィンランド 

「イグルー」をつくる 

地球最北に生きる日本人 

南極大陸のふしぎ 

ひょうざん 

おかしなゆきふしぎなこおり 

ペンギンのくに 

ホッキョクグマ 

郵便犬ポチの一生 

雪の結晶ノート 

雪の上のなぞのあしあと 

ふぶきの道 



   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。 
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一般書 
遺産／笹本稜平／小学館 

村上海賊の娘 上巻／和田竜／新潮社 

村上海賊の娘 下巻／和田竜／新潮社 

スティーブ・ジョブズ１９９５ロスト・インタビュー／スティーブ・ジョブズ／講談社 

子どもと親のためのワクチン読本／母里啓子／双葉社 

黒書院の六兵衛 上／浅田次郎／日本経済新聞出版社 

黒書院の六兵衛 下／浅田次郎／日本経済新聞出版社 

雪まろげ／宇江佐真理／新潮社 

ガンコロリン／海堂尊／新潮社 

ミャンマーを知るための６０章／田村克己編・著／明石書店 

終物語 上／西尾維新／講談社 

賢者は幸福ではなく信頼を選ぶ。／村上龍／ベストセラーズ 

四大公害病／政野淳子／中央公論新社 
 
 

児童書 
盆栽えほん／大野八生／あすなろ書房 

ひいきにかんぱい！／宮川ひろ／童心社 

おばけのゆきだるま／ジャック・デュケノワ／ほるぷ出版 

はたらく車のしくみ・はたらき・できるまで １ しょうぼうしょの車／こどもくらぶ編・著／岩崎書店 

企業内職人図鑑 １ スポーツ用品／こどもくらぶ編／同友館 

肥料と土つくりの絵本 ５ いろんな資材を生かそう／藤原俊六郎監修／農山漁村文化協会 

どこ？ めいろでさがしもの まよわずみつけられる？／山形明美／講談社 

ふゆやさいのふゆやすみ／柿田ゆかり／ひかりのくに 



 

　　

　　

　　

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 31

１月のカレンダー１２月のカレンダー

◎土・日曜日、冬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 

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。   

  １２月３日（火）・１月３１日（金）は、月末整理のため、１２月２８日（土）～１月４日（土）は年末年始のため 
博物館・図書館とも休館いたします。何卒ご了承ください。 

冬休み映画会 
『赤毛のアン』 

１２月２５日（水） 
１４：００～１５：４０ 

場所：２階視聴覚室 
入場無料・申込不要 

カルタ大会 
１月５日（日） 

１３：３０～１５：３０ 
場所：２階視聴覚室 

詳細はカウンターか 

朝日町のホームページをご覧下さい 

「がけやま」メンバー募集中！ 
「がけやま」では図書館で絵本の読み聞かせ（おはなし会）を行っています。 
一緒に活動して下さる方は、是非図書館のカウンターまでお越し下さい。 

おはなし会 
１２月１４日（土） 

１５：００～ 
場所：おはなしの部屋 
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