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【博物館あれこれ】「古文書のおはなし」（前編） 
今回は２回にわたり歴史研究の材料となる古文書のお話です。 
「古文書」は「こぶんしょ」ではなく、「こもんじょ」とよみます。 
古文書を学ぶという意味には二つあります。ひとつは古文書の内容をよみとくこと、もう一方

は古文書の様式などを研究する古文書学というものです。今回は前者のことが話題です。 
博物館では、例年「古文書学習会」を開催しています。古文書を初めて学びたい、興味がある

という方を対象にして、今年度で１３年目になります。古文書学習会の内容としては、古文書そ

のものの内容を解読していくということに主眼をおいています。例えば江戸時代の古文書に書い

てある文字は、現在のように楷書ではっきり書かれている場合が少なく、文字をくずしてありま

す。その書かれているくずし字を判別しながら、その内容をとらえるというものです。特に江戸

時代の古文書は、ひらがなや漢字にかかわらず、くずし字で書かれていることが圧倒的に多いの

です。これは、昔の主な筆記用具が筆だったことによります。そのため、文字の一部もしくは全

体を省略する書き方をしています。学習会では、くずし字といっても約１５０年前まで日本人が

読み書きしていた日本語をよんでいます。 
しかし、今わたしたちが使っている日本語と少し異なります。 
例えば、ひらがなで「あ」という音の文字は現在「あ」の一字です。これは１９００年にひら

がなを一音一字にしたことによります。そのときに「あ」という音は「安」という漢字のくずし

字「あ」となりました。江戸時代には「安」の文字以外に「阿」「愛」「亞」「悪」の文字をひらが

なの「あ」の音として認識していました。そして、文体も少し異なり「～候（そうろう）」と締め

くくる文体が中心になり、昔っぽい文章になっています。文字のくずし方も文字の省略がはなは

だしく「、」で表現され、どのようにしたらこのようにくずされるのか、疑問をもつくずし字もあ

ります。あたりまえのことですが、古文書を書いた人がいるということはよむ側の人もいたとい

うこと、つまり現在ではむずかしく思えるくずし字も当時は普通に使われていたということです。 
つまるところ、古文書に書いてあるくずし字をよむためには、気分を江戸時代にして、一通で

も多く古文書を経験し、慣れるということにつきるかと思います。 
あと、最後にいいわけを、博物館の古文書学習会は前述のとおり初学者や興味がある方を対象

にしています。なぜかというと、担当者も初心者のレベルです。そのため、参加者と一緒に学ば

せてもらっているのです。ただ、学芸員としては１３年たっても初心者か、というご批判もある

かと思いますが、当館の学芸員のスタンスは「専門以外のものを専門にする」ということで日々

業務に取り組んでおりますので、ご容赦ください。次回は古文書学の話を…。 

・橘守部愛用「豆斑硯」 ・「〔兎づくし 相撲〕」錦絵 ・「しん板 猫のそばや」錦絵 

・栗田真秀画「猩猩図」 ・栗田真秀画「古狸観月図」 ・水谷立仙画「お多福図」 
・水谷立仙画「寒念仏図」・水谷立仙画「福禄寿」 

・有節萬古 色絵オランダ写花瓶 ・『〔絵付手本〕』 ・古萬古 鉄絵鯱文茶碗 
・有節萬古型資料土型 

・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 



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

赤ちゃんタイム

乳幼児向けおはなし会

ストーリーテリング

５月８日・２２日（水） １０：００～１２：００ あさひライブラリ－

おはなし会

５月２２日（水） １０：００～（２０分程度） ２ 階視聴覚室

５月１９日（日） １１：００～１１：３０ ２ 階視聴覚室

５月１１日・２５日（土） １５：００～１５：３０ おはなしの部屋

わたしの町の

情報コンシェルジュ ６月６日（木） ～ ８月８日（木） 場所：エントランス

夏休み、どこ行こう？

全国の観光パンフレット大集合！！

お月さまの話(創作 )
やせたメンドリ(イタリアの昔話)
たにし長者(日本の昔話)

毎年大人気のコーナー！

図書館にある旅行の本も

ぜひ見てね！

プ
ロ
グ
ラ
ム

こどもの読書週間
４月２０日（土） ～ ５月１２（日） 場所：図書館

絵本作家・かこさとしさん特集



書名 著者名 出版社 分野

ブラタモリ　17 ／ 18 NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 旅行

るるぶペットとおでかけ   JTBパブリッシング 旅行

旅行が200％楽しくなる！スーツケース収納術 三田村 蕗子 辰巳出版 旅行

トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡 佑一郎 日刊工業新聞社 生物

ヒット商品の㊙プレゼン資料を大公開！ 戸田 覚 インプレス 経営

超入門！ニッポンのまちのしくみ 福川 裕一 淡交社 産業

黒部源流山小屋暮らし やまと けいこ 山と溪谷社　 登山

レフトハンド・ブラザーフッド 知念 実希人 文藝春秋　 小説

孤道　完結編 内田 康夫 講談社 小説

後宮の烏　2  白川 紺子 集英社 小説

書名 著者名 出版社 分野

よのなかルールブック  高濱 正伸 日本図書センター こころ

ザ・裏方　3 フレーベル館 しごと

手で読む心でさわるやさしい点字　5  日本点字委員会 国土社　 しゃかい

世界一トホホな科学事典 左巻 健男 西東社　 りか

ねん菌<へんけい菌> 川上 新一 農山漁村文化協会 りか

旬ってなに?　秋　／　冬 本多 京子 汐文社 かてい

弁天小僧 那須田 淳 岩崎書店 こてん

5秒後に意外な結末　アポロンの黄色い太陽 桃戸 ハル 学研プラス しょうせつ

暗闇の妖怪デザイナー 斉藤 洋 あかね書房 しょうせつ

もったいないばあさんかわをゆく 真珠 まりこ 講談社 えほん

How do you feel? 　　 Anthony Browne JYbooks えいご

児童書

一般書

ナショナルジオグラフィック
にわかには信じがたい本当にあったこと  

デビッド・ブラウン
日経ナショナル
ジオグラフィック社

科学

５月１日、新天皇が即位され、元号も令和になりました。天皇退位による代替わりは、

光格天皇の退位から約200年ぶり、近代では初めての事です。

菊の御紋はいつ定められたの？改元の理由や意味は？そもそも、天皇ってなに？

そんな疑問にお答えする近現代の天皇や皇室ゆかりの本を紹介しています。

「天皇と元号の大研究」
高森 明勅／監修 PHP研究所

「宮廷に生きる 」

宮廷を中心に華やかに栄えた時代に登場し

た女房。宮廷に仕えるとはどのようなものだっ

たのか。実際に宮仕え体験した著者による中

古・中世女流文学講演集。

元号が変わるのには様々な理由があった！

新しい元号を決めるのにはルールがある！

天皇と元号の成立ちや歴史について簡単に

分りやすくまとめられています。

岩佐 美代子／著 笠間書院



 

　　

　　

　　

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

6月のカレンダー5月のカレンダー

５月７日（火）・３１日（金）は月末整理のため、５月１日（水）～３日（金）は祝日のため、
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。

ＡＱ
引越をするのですが、

図書館カードは

どうすればいいですか？

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

達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。

一定期間を過ぎると、図書館カードは

無効になるから登録は削除されるよ。

すぐに削除したい時は、図書館に連絡してね。
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