
 

＜４月の展示品＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪今月の展示品から≫ 

有節萬古 象耳赤絵窓山水文花瓶（二代森有節作） 
この作品は、萬古焼の特徴である

赤絵を器全体に施した花瓶です。頚

部の窓枠に「麒麟（きりん）」「朱雀

（すざく）」が、体部には山水が描か

れています。 
「象の顔」を利用した耳が付きま

すが、この型は館所蔵の有節萬古型

資料にあります。 
 

 

【博物館あれこれ】「明治俳壇の展望」について（つづき） 

（2）序章（プロローグ） 
さて、「明治俳壇の展望」の本文に入っていきたいのですが、その前に少し気になる記事

が掲載されており、その事について触れておきたいと思います。 
掲載年月号 題  名 頁 

昭和 37 年 12 月号 古松兄と私 8～9 

昭和 38 年 

1 月号 続・古松兄と私 17～21 
2 月号 「半面」とはなんぞや 8～12 
3 月号 続・「半面」とはなんぞや 8～12 
4 月号 『半面派』とはなんぞや 7～11 
5 月号 続・『半面派』とはなんぞや 8～10 
7 月号 『半面派の人々』 8～11 
8 月号 遅れ走せながら 8～11 

 これらは、書き出しが「古松兄」ではじまる形で、手紙風に書かれています。元資料がな

いのでわかりませんが、実際に「明治俳壇の展望」のように原稿用紙ではなく便箋に書かれ

た手紙だったのかもしれません。 
この一連の文章は「明治俳壇の展望」の序章（プロローグ）として位置付けられるのでは

ないかと考えています。なぜなら、これから「明治俳壇の展望」で語ろうとする前提をしっ

かり意識させるために書かれているからです。 

象形耳部土型（元型） 

・「〔大嘗会調進絵図〕」  ・「〔大嘗祭悠紀主基両殿幷東廰代仮屋之図〕」 
・「〔大嘗会調度図〕」   ・「〔大嘗会絵図〕」 

・橘守部筆「鳴呼見乃浦尓」 ・橘守部筆「寄松■祝言」 ・橘守部著『箱根紀行稿』 

・有節萬古 灯籠 ・有節萬古 象耳赤絵窓山水文花瓶 ・有節萬古 腥臙脂釉飯茶碗 



おはなし会

４月１３日（土）・２７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１０日（水）・２４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。

日付 曜日 開館・休館

４月２７日 土 開館

４月２８日 日 開館

４月２９日（昭和の日） 月 休館

４月３０日（国民の休日） 火 休館

５月１日（新天皇即位日） 水 休館

５月２日（国民の休日） 木 休館

５月３日（憲法記念日） 金 休館

５月４日（みどりの日） 土 開館

５月５日（こどもの日） 日 開館

５月６日（振替休日） 月 休館

５月７日 火 休館（月末整理日）



書名 著者名 出版社 分野

人生は理不尽 佐々木 常夫 幻冬舎 人生訓

図説十字軍 櫻井 康人 河出書房新社 歴史

資本主義って悪者なの？ ジャン・ジグレール CCCメディアハウス 経済

生活者の平成３０年史 博報堂生活総合研究所 日本経済新聞出版社 生活

世にも美しい人体図鑑 スティーブ・パーカー ディスカヴァー・トゥエンティワン 人体

リンパ浮腫のことがよくわかる本 宇津木 久仁子 講談社 医学

もらってうれしいキャラフラワー 山本 恵 講談社 園芸

森瑤子の帽子 島崎 今日子 幻冬舎 作家論

機捜２３５ 今野 敏 光文社 小説

ノースライト 横山 秀夫 新潮社 小説

書名 著者名 出版社 分野

「文系？」「理系？」に迷ったら読む本 竹内 薫 PHP研究所 学習法

調べる学習子ども年鑑２０１９ 朝日小学生新聞 岩崎書店 社会

歴史ごはん　第２巻 永山 久夫 くもん出版 食生活

くまくらべ ケイティ・ヴィガーズ 東京書店 動物

イチからつくる鉄 永田 和宏 農山漁村文化協会 産業

はさんで楽しいきほんのサンドイッチ 寺西 恵理子 汐文社 料理

ルルとララのおまじないクッキー あんびる やすこ 岩崎書店 小説

妖怪一家のウェディング大作戦 富安 陽子 理論社 小説

おいせまいりわんころう 長谷川 義史 ブロンズ新社 絵本

とびきりおかしなマラソンレース メーガン・マッカーシー 光村教育図書 絵本

一般書

児童書

１８００年４月１９日に、伊能忠敬が蝦夷地（現在の北海道）へ日本地図作りの第１歩を踏

み出したことにちなんで、４月１９日は「地図の日」とされています。そこで今月は、「地図」とい

うテーマで本を集めてみました。



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31

5月のカレンダー4月のカレンダー

◎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

休館日 学習室開放日 赤ちゃんタイム実施日（１０：００～１２：００）

４月２日（火）は３月分の月末整理のため、５月７日（火）は４月分の月末整理のため、５月３１日

（金）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」♬

「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。

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」♪

スリ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。

活動日・・・５・８・１１・２月の第３日曜日（他にも活動日あり）

♬「ぽかぽか絵本」♬

「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

ボランティア募集のお知らせ 詳しくは図書館のカウンターまで

ゴールデンウィーク中の休館日に、図書の返却をされる場合は返却ポスト

をご利用ください。但し、CD・他の図書館から取り寄せた図書・大型絵本

は、開館中にカウンターへ直接お返しください。ご迷惑をおかけしますが

よろしくお願いいたします。
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